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LA REVUO ORIENTA
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2600年のブログラム

皇紀2600年を迎えるにあたり，日本のエスペランティストが,世界のエスペラント運動に, 

ひとつの新しい世紀を持ちこむことが，かねて期待されていた。 「

たとえば，ヨーロッパのエスペランティストは,東京に開かれる萬國博覽會，オリンピク大會 

を機會に,世界エスペラント史が,大きな展開をとげるであろうことを期待していた。また, 

エスペラント界ばかりでなく,たとえば,アメリカの有力な團臨 國際補助語協會は,この年, 

日本のエスペラント界と力をあわせ,東京に國際補助語囱議を開くことを希望していた。

ところが，いよいよ,皇紀2600年を迎えるとき，これらのことは,これに言い哲よぶさえ， 

亡くなった子供の年齡をかぞえるわざとなってしまった。

われわれは，では,この年ゆえにいだいた希望すべてをなげうたなければならないか。

現在,われわれのまえに橫っている現實のきびしさは,すべての夢をうちゃぶる。われわれ 

日本人は,いまあらゆるものを藏牲として新東亞建設のために働いている。また，エスペラン 

ティストの働く分野は,いちじるしくせばめられて來た〇海外エスペランティストとの文通 

あらゆる國境は，ほとんど鎖されている。文献による日本文化の宣揚一紙カ:ない。

われわれは,では,皇紀2600年を迎えるにあたって,これを記念する事業を思いたたない 

ことにしよう力\。むしろ,これが,消極的に一たとえば紙を使わないとゆう意味で——國策 

にそうともいえよう〇

そのとうりである。——皇紀2600年を迎えるとゆう意味が,この1年をお祭さわぎにすご 

すとゆうことにあるならば。

しかし われわれは,蠱 2600年を迎える意味を，新しい世紀を築きあげる地ならしに見出 

したい。

このように考えるとき，われわれ,日本のエスペランティストは,あえて,あせり，あわてる 

ことなく，この星紀2600年を,もっとも記念すべき年たらしめることができるであろう。一 

日本のエスペラント運動のためのみでなく,世界のそれのためにも。

すなわち,われわれは,ここに,はなばなしい，だが，そのときかぎりの記念事業を企てるか 

わりに,ここに1世紀のプログラムを作り,その第1步を踏出したいのである。

そのプログラムは,要するに,エスペラントを日本の飛躍をとうして,人類永遠の榮えに役 

立たせるために,これを盛んにするとゆうことにほかならない。

その具體的方法として,:物的，人的資源の節約が必要とされる今日の日本の狀態にあって, 

適當とすることはエスペラントの潜勢力を養うことである。

その手段としては,まず1人1人が自分の技術を磨きあげること,周圍に理解者を作るこ 

と，現在出版の見こみがあるとないとにかかわらず,餘裕のある人は,すぐれた文献の飜聲を 

しておくことなどであり,團瞪としては,いろいろな調査をしておくことである。

さらに積極的な仕事としては，中等學校の外國語問題,學術論文用語の問題などの解決への 

協九 ラヂオの海外放送についての働きかけなどが,目のまえに橫っている。

これらの實行については,中央と地方との一層緊密な逋絡が必要であることはゆうまでもな 

いことで,會負諸氏の熟心なお力添えを期待したいのである。（三宅史平）



Mesaĝo al la Prezidanto de ENIT
Per la Aeroplano uYamato,?

Kokusui Giyu Hikotai (Naciista Volontula Aereskadro) bonvolis proponi, ke 
ĝia ĉefo s-ro R. Sasagawa kunportu nian saluton al itala aŭtoritatularo ĉe lia 
vizito al Romo per la aeroplano "Yamato'； kiu flugis en la lasta decembro 
al Romo kun bondezira misio. Ni do petis lin komuniki jenan mesaĝon al la 
prezidanto de ENIT (Nacia Korporacio por Turisma Industrio), kiu vigle 
utiligas Esperanton en sia adkampo.

Tokio, 24. dee. 1939
・・

Tre estimata sinjoro prezidanta mosto,
Per sinjoro R. Sasagawa, la prezidanto de Kokusui 

Giyu Hikotai, kiu vizitas vian gloran landon per la aeroplano " Yamato,,, 
ni havas honoron adresi al via mosto niajn sincerajn salutojn en la 
nomo de la japana esperantistaro.

Altrespektata mosto, ni permesas nin profiti la okazon por esprimi 
nian profundan admiron al via lando kaj popolo.

Ni admiras vian landon pro la p辻creskaj pejzaĝoj de ĝiaj kamparoj 
kaj montoj, malavare idotitaj de la naturo, kaj pro ĝiaj senmortaj urboj 
kun nomoj orEtere skribitaj en la historio kune kun sennombraj hero
aĵoj de iliaj bravaj filoj, kaj dekoritaj per la riĉaj fruktoj de la pompa 
kulturo kcnstruita de la manoj de tiom da eminentaj artomajstroj kaj 
da grandaj scienculoj.

Ni admiras vian popolon pro ĝia nobla kaj serena spirito, en kiu 
konstante ardas amo al la patrujo kaj samtempe pasio por la homa 
klerigo, kio tenas vian grandaĝan popolon ĉiam juna, vigla kaj progre- 
serna. Tiu ĉi roma spirito plej klare montriĝas ĉe ĉiuj detaloj de la 
aranĝoj de Ia hcdiaŭa Italujo, ni vidas. Interalie multe interesas nin,
la japanajn esperantistojn, precipe la fakto, ke vi de la fruaj tagoj de 
la faŝisma reĝimo, la vera simbolo de la itala spirito, enkondukis en 
vian. entreprenon la lingvon Esperanton.

2 (48)

Per la enkonduko de la lingvo internacia, vi ne nur sukcesis dis- 
konigi la veron pri via diobenata lando kaj popolo al la tutmondaj 
esperantistoj, sed vi eĉ firme kaptis iliajn korojn kaj per ili akiris pli



INTERNACIA KONKURSO DE TRAKTATOJ 
PRI LA JAPANA KULTURO

Premioj: Vojaĝa stipendio al Japanujo
Alilandaj Esperantistoj Partprenu 

Japanaj Esperantistoj Instigu Alilandajn Partpreni

Por meinorigi la jubileon de la 26-a jarcento de la fondo de Ia Japana 
Imperio (660 a.K.) de la Imperiestro Zinmu, kiu okazas en la jaro 1940 
Kokusai Bunka Sinkokai (Societo por Internaciaj Kulturaj Rilatoj), Tokio, 
organisas mondskalan konkurson de traktatoj pri la japana kulturo.

La unua premio (po unu gajnanto el kvin 2onej: entute kvin unuaj

da simpatiantoj por via nacio ĉirkaŭ tiuj esperantistoj.
Ni, japanaj esperantistoj, kiuj jam sen tio estis inklinaj al 

amikeco al vi, la itala gento, nun trovis en vi nian fraton tiel similan, 
ĉar ankan niaj regantoj, estante kiel la viaj progresemaj kaj kulturo- 
respektaj, estas tradicie komprenemaj pri nia lingva afero : ekzemple, 
anka ii nia Direkcio por Turismo de Ministerio de Fervojoj jam de 
longe utiligas Esperanton por sia entrepreno.

Via ĉefurbo Romo estas fondita antaŭ &rkaŭ 27 jarcentoj, kaj nia 
Imperio, festos en Ia venonta jaro la 2600-jaran jubileon de sia erao. 
Jen du plej malnovaj kaj samtempe plej freŝaj nacioj! Ni kredas, ke 
estas la du nacioj, nome la japana kaj Ia itala, kiuj kontribuos per la 
plej grandaj proporcioj al la konstruado de la morgaŭa homa kukturo, 
en kiun kunfandiĝos la tradicioj orienta kaj okcidenta. Kaj en tiu 
tago la lingvo Esperanto, ni estas certaj, utilos kiel firma ligilo de la 
du popoloj por ke ili kunlaboru plej amike por Ja eterna prospero de 
la tuta homaro・

Akceptu do, la plej respektata sinjoro, la elkorajn 
salutojn de
ご"が二:べ序ミ ー / viaj ĉiam servemaj

JAPANA ESPERANTO-INSTITUTO 
コ • - W. Olski

Prezidanto

(49) 3



premioj) estos rondvojaĝo al Japanujo kaj trimil (3,000) jenoj ĉirkaŭ samciferaĵ 
svisfrankoj) por tri-monata restado en Japanuj〇・

Ĉar la konkursanto povas preferi ĉiun ajn lingvoa por verki la traktaton, 
estas tre dezirinde, ke esperantistoj el ĉiuj anguloj de la mondo, escepte de 
la japanaj, partprenu la konkurson por montri, ke nia lingvo Esperanto estas 
uzata ĉie sur la tero.

Ĉar la japanoj ne rajtas prezenti sin kiel konkursanton, ili helpu la 
entreprenon- en la formo, ke

1.ili instigu siajn eksterlandajn korespondantojn partpreni la konkurson, kaj,
2. ĉar ankaŭ al esperanta teksto oni devas aldoni tradukon en lingvo el 

la ktitaj en la ĉi-suba regularo, eventuale proponu sin al sia amiko helpi lin 
en tiu laboro.

La redaktoroj de esperantaj gazetoj estas petataj represigi la tutan tekston 
aŭ resumon de tiu ĉi artikolo en siaj gazetoj, kaj esperantistoj-ĵurnalistoj 
aŭ aliaj samideanoj traduki en siajn lingvojn kaj publikigi en nacilingvaj 
ĵurnaloj kaj gazetoj, kies tri ekzempleroj de la koncerna numero estu sendataj 
al nia adreso.

LA REGU LARO (provizora)
de la

INTERNACIA KONKURSO DE TRAKTATOJ
POR LA MEMORO DE LA 26-JARCENTA JUBILEO 

de la Fondo de la Japana Imperio
1940 .

Organizita de

KOKUSAI BUNKA SINKOKAI
(Societo p?r Internaciaj Kulturaj Rilatoj)

TOKIO, JAPANUJO

CELO: Por memori la 26-jarcenta jubileo de la fondo de la Japana
Imperio, tiu & internacia konkurso de traktatoj estas projektita 

kun la celo pri vastigi la komprenon pri la japana civilizo inter la nacioj de 
la mondo kaj kontribui por plifirmigo d? intimeco inter orienta kaj okcidenta 
kulturoj ・

TEMOJ DE TRAKTATO: La konkursantoj elektu iun el la sekvantaj 
4 (50) temoj: •ミ爰E



1. Karakterizoj de la Japana Kulturo.
2・ Kultura Komunikiĝoj inter Japanujo kaj Aliaj Landoj (aŭ Lando)・
3・ Pozicio de la Japana Kulturo en la Mondo.
REGULOJ PRI LA KONKURSO:1.Partprenanto devas esti registrita 

naciano de fremda lando.
2. Ĉiu konkursanto rajtas prezenti unu traktaton.
3・ しa konkursantoj rajtas skribi en ĉiu ajn lingvo. Tamen, traktato 

sribita en lingvo krom la ĉina, angla, franca, germana, italhispana aŭ 
ipana devas esti akompanata de traduko en unu el la supre cititaj, prefereble 
ipana.

(Rim. de Red.: Se esperantisto-konkursanlo posedas neniun el la cititaj 
linguoj, adresu la manuskrifiton al sia amiko japana aŭ al nia adreso, 
ĉe kiu li trovos helpon.)

4・ しiu traktato devas konsisti el okmil (8,000) vortoj maksimume. Ss 
i estas skribita originale en la japana lingvo, la longeco estas limigita ĝis 
-kdu mil(12,000) literoj, inkluzive de ambaŭ ĉinaj ideografioj kaj japanaj 
anaoj. [:石

5・・ Manuskripto devas esti ekspedita plej malfrue en la 30-a de septembro, 
)40, kaj tiuj ne rice vitaj de la Konkursa Kom tato ĝis 30-a de novembro, 
)40, ne estas akceptitaj-

6. La gajnintoj estos anoncitaj en la 29-a de aprilo, 1941, en Tentyosetu,
t naskigtago de L. I. M., la Imperiestro.

/・ しiuj prezentitaj nianuskriptoj ne estos redonitaj.
8・ しa organizanto (nome, Kokusai Bunka Sinkokai) havos ĉiujn rajtojn

3r la premiitaj traktatoj. . ヨ尊

9. La nomo de konkursanto ne devas esti indikita sur la manuskripto, 
a nomo, adreso, priskribo de kariero kaj fotografaĵo de Ia konkursanto devas 
>ti aldonita al la manuskripto kaj sendata kune per registrita poŝto.

10> Manuskripto devas esti maŝinskribita, kun la escepto de la manu- 
kriptoj skribitaj per la ĉinaj aŭ japanaj literoj・

lle Bibliografia referenco devas esti menciita, se ia estas-
REGULOJ PRI LA PREMIOJ:1.La mondo estas dividata en kvin ⑸

. zonojn kaj la konkursanto, ne konsiderante sian naciecon, konkursos
ila zono, kie li loĝas. (Ekzemple, usonano Io anta en Ĉinuĵo konkursos en 
l Azia zono).

Premioj estos starigitaj en ĉiu zono kiel jene: (51)5



Unu unua premio
Du duaj premioj 字幾^^;:

Kelkaj triaj premioj
2. La konkursaj zonoj estas jenaj:

a. Azio (oriente de Turkujo, escepte de Japanujo)
b. Eŭropo, Afriko, Aŭstralio kaj Novzelando ・ ; で:通

c. Latina Ameriko
d. Norda Ameriko (inkluzive de Havajaj insuloj)
e. Japana Imperio

3. しiu premiito estos aviziita kaj iliaj nomoj estos publike anoncitaj.
4・ Ĉiu premiito devas sciigi la Konkursan Komitaton, en kiu formo li 

preferas ricevi la premion el la ĉi-suba listo. Premioj estos nuligitaj, se la 
sciigo ne estos ricevita en ses monatoj post la anonco.

METODO DE PREMIOJ:1・ しa gajnintoj de la unua premio estos 
：l rekompencitaj per vojaĝa stipendio por tri monatoj en Japanuj〇.

a. Unuaklasa rondvojaĝo per vaporŝipo de haveno, en aŭ la plej 
proksima de Ia lando, kie li loĝas, al haveno en Japanujo (la ŝipo kaj vojo 
estos asignita de la Konkursa Komitato) kaj trimil (3,000) jenoj por restado 
de tri monatoj en Japanujo.

b・ しa supre c辻ita premio perdos la validecon, se la gajninto ne 
alvenos Japanujon en unu jaro post la gajnintoj estos anoncataj.

c・ しa gajnintoj, kiuj ne povas fari vojaĝon al Japanujo, estos 
rekompencitaj per libroj eldonitaj en Japanujo kaj/aŭ aliaj artikloj en la 
valoro de trimil jenoj entute, post plena konsidero pri la volo de la 
ricevonto. 「ア

2. Gajninto de la dua premio estos premiita per vojaĝa stipendio de
unu monato en Japanujo. ヨ

(La kondiĉoj estas tute samaj kiel la unua premio kun la escepto de sumo 
de stipendio: anstataŭ trimil jenoj, li ricevos mil jenojn).
3. Gajninto de la tria premio estos rekompenc辻a per libroj eldonitaj en■ 

Japanujo en la valoro de kvincent jenoj.
4. Ankaŭ atesto kaj medalo estos donacitaj al ĉiu gajninto de Ia supre 

cietaj premioj.
' PUBLIKIGO DE LA PREMIITA TRAKTATOJ: La premiitaj traktatoj

kaj iliaj tradukoj en la japana lingvo estos publikitaj de Kokusai
6(52) Bunka Sinkokai-



特輯:われらの2600年
■

•新しい時代建設のために•

われらの先祖がこの國土に國家を建役してから2600年,この輝く 口を迎えるにあ 

たり,われわれは，この日のゆえに悅びと誇りとを感じるとともに,さらに來るべき 

日のために勇氣と希望とを新たにしなければならない。

われわれは,皇紀2600年を到着點と見るとともに,さらに新しい世紀への出發點 

と見るところに,この國家的祝典の意義の，限りない大きさを見出すのである。

ちょうどこのとき，われらの民族は,すべてをあげて，柬洋の新しい文化の建設の 

ために,ちみどろの戰いをつづけている。

われわれは,さらに眼をめぐらして,ヨーロ•ッパのありさまを眺めるとき,一層っ 

よく,われわれ□本人の肩にかけられた責任の大きなことを自覺せざるを得ない。

日本の力を高めること,東洋の新しい秩序を築きあげること，世界に永遠の榮えを 

もたらすこと,人類のゆるぎない文化をうち建てること——ここには,これらをまつ 

すぐにさしつらぬく軸がある。この軸こそ,そのうえを皇紀2600年代のH本人がす 

すむ道でなくてはならない。

日本のエスペランティストのあゆむ道も,また，實にこの軸のうえになければなら 

ない。さて,皇紀2600年のエスベランティストは何を考えるか。

この新しい应紀を迎えるにあたり，編輯部は,日本全國のエスペランティストのう 

ち，つぎの時代をにないゆくべき人々を中心とする,各地方,各社會層の會員に對し 

つぎのような質問を出した。

問

1. 皇紀2600年を記念して,こうゆう仕 

事Eしたい。（a •全日本エスペランティストの 

共同事菜として。b.所屬地方〔または專門〕 

エスペラント會として〇 c.1個のエスペラン 

ティストとして。）

2. エスペラントをどうゆうふうに役立て

題・

たらよいか。（日木の興隆のために,新東亞建 

設のために，世界平和のために,人類文化の 

ために,など）。 ' /

3. 日本（または東洋）文化宣揚のために， 

こうゆうものをエスペラントで紹介したい。

4. そのほかのこと。

答 え

上虫正雄,前橋，學倉賛助會員

1-皇紀2600年を記念として厂全日本工

スペラント觀光協會」とも稱すべきものを作 

り,今度の高導快ヵ檢定における有資济者が 

gvidistoの任に當り,內外のエスペランティス （53） 7



トに寄與しては如何。 ・-

2. エスペラントはお互いの心底に埋る天 

國を地上に現出させる,いわば鍬のようなも 

のであるから,何事にまれエスペラントは常 

に我々と共にあらねばならない。その意味に 

おいて,私は新東亞建設のために組織的な 

leterklub9の機關を作り,日本が中心となり, 

支那,滿州タイ國等々の同志を主として,宜 

撫とか文化宜揚とかの民族的臭氣から離れて 

耶ら東洋平和建設のための相互理解と相談的 

な文通を指導することをのぞむ。

3. 今日まで外國に紹介された日本に關す 

る事物は怪談とか,小說とか,武士道とか， 

民族の文化及び藝術に關することが槪して多 

いと思うが,これからエスペラントで紹介し 

たいと思うことは近江聖人とか二宮尊徳とか 

日本および東洋における対られなかった學者 

偉人とかに現われている日本人および東洋人 

の持つ神を敬い人を愛す平和な落ちついた人 

格的箭神文化を紹介したいと思う〇

2
江上不二夫,東京,前學會評議員

帝大助手

1.皇紀2600年を機として,英語を重ず

ること恰も英國の屬國の如き現狀打跛の一大

運動を起す事n只本語（國内關係）及びエス 

ペラント（國外關係）の外,絕對使用禁止の 

法律制定または少くとも中等學校における外 

國語排止,エスペラント採用を吕標として全 

エスペランチストー齊に立ち,總る機會を捕

えて宣傳し,棘謎新聞に寄書投稿し猛運動を 

起す。滿洲國,新興中華民國存住エスペラン

チ•ストも同時に同樣な建動を起す。

もし以上の如き二大積極的運動が不可能で 

•あるならば，現時の如き人的物的資源の供給

困難なる國家の非常時において,エスペラン 

ト運助に關する事務,エスペラントの學習に 

時間と精力を費し 雜誌の發厅に貴龙な紙を 

消費することが果して適當なるや否や,全エ 

スペランチストは一時エスペラントを忘れ,

各自の分擔せる仕事に專心すべきではない 

か。この際これらの問題を充分誰議すべきで

はないかと存じます。 

8 (54) 2.エスペラ•ントに限らず總ての事物は,

日本の與隆,新東亞建設，人類文化の爲に役 

立てねばなら如と存じます。この三つの屋は 

不可分の事だと確信致します。

3.現在の樣な程度の低い我々日本のエス 

ペランチストに出來る事，また同樣な程匣に 

低い外國のエスペランチストに理僧出来るこ 

とと云う二つの制限の下では日本文化宣揚も 

不可能だと存じます。

3
角尾芳風,高岡,北陸工,ス聯盟機關捷編瞬

訓導兼敎談 ；

1.つまらぬ流片歌が次から次とレコード 

になって出るところを見ても,現代は昔樂の 

影嚮の大なることを思う。エスペロをもう1 
度吹込たい。その他厂野ばら」のような,よ 

く知られたものなどのエスペランtによる獨 

唱の吹込が出來たらと思う。

紙が値上げされ,締制されつつあるにも拘 

らず,いろいろな全集が出る。何か一つづつ 

大きなものが出たらと思う。日本書紀のよう 

に。また逆に「マルタ」のようにエスペラン 

トからの譯本が文庫式になって出たらと思 

う。なかなか實現は難しいが。

ラヂ才の力をもっとかりたいと思う。

觀光局から出るものもどしどし出したらと 

思う。

エス誌は頁數を滅じてもよい。（6頁くらい 

なら）。そして，エス語講座をのせる。——そ 

れには厂月刊ドイツ語」なんかよい參考とな 

ろうと思う。こんなものでなければ,現在の 

エス誌では，店頭にあっても賣行が惡く,さし 

て廣吿的な力はない。（まだ書きたい力;……）

4
野原信子,大阪・

1. a.記念出版として次の如きものが出さ 

れるならばと思う。

日本史

•日本文學選集

對^^雜誌として,日本及び東亞の奠相を紹 

介するもの,或は少くとも皇紀2600年式典 

の紹介をなし，國體,國民精神の眞髄を闡坍 

するパンフレット〇

2. 國際的專門雜誌がもっと多く刊行され 

る事になれば世界人類が一丸となって相互の 



文化交換，向上に貢献するところ大なるもの 

があろうと思う〇

3.佛敎美術,東洋思想。

5
永井海乘,神戶,學會支部代表 

書籍商 ・

1-出寄附制麼に依るか,株式組織に依る

出版會社に依って,有能のエスペランチスト 

を飜譯官に專任し，一定の給料を支給し內 

外有益文献の邦エス飜譯出版を行う〇

b.神戶としては目下現狀維持の他,方法 

なし。

c・從來の隋性的エスペラント硏究および 

運動を一牌し,大いに意識的に更に新たなる 

原理の下に硏究や運動をやる。

2.日本のエスペラント運動はあくまでも  

平和的リ上界文化の促進を前提とせる日本文化 

の世界宣揚に基廣を置くべきである。

3.日本二T六百年史,麥と兵隊，土と兵 

隊,源氏物語,徒然草,菊地幽芳の白蓮紅蓮。 

6
篠圧秀男,山形,IEL delegito

醫學博士 .

1. a.私は1個のエスペランチストとして 

今年やにぜひ,エス文厂醫聲隨華集（？）」に 

手をつけたいと思う。

2. 私は醫者であ召から，醫學方面のこと 
を述べよう。現在日・:の醫學者と醫普くらい 

立派な日本語を亂し不必要な場合でも平氣で 

インチキドイツ語（？）を濫用して恥としない 

職業のものも少なかろう。醫科大學の敎師の 

謎義を聽いていると,まるでドイツの尿國の 

ような氣力;するが，世界の一等國の醫科大學 

の敎授で母國語で生徒に講義出來ないのは日 

本の醫科・大學の敎師くらいのものであろう。 

實に情ない話ではないか。私は日本の醫學者 

あるいは翳者が眞に目覺めて母國語を建重し 

必耍の場合にはインチキドイツ語（？）などを 

使わずに,ぜひエスペラントを利用せられん 

ことを望む。

3. 新興日本醫學の海外への紹介には，ぜ 

ひエスペラントを利用したい〇

4・ 母國語たる日本語を出來るだけ尊匪し 

英語その他の外國語の濫用を避け,對外的に

必要な場合には必ずエスペラントを利用した

小杉蕙太郎,東京

藥種商

1・3・旣に數百年の歷史を持ち，わが日本 

民族の文學に特異な存在となってをり，最近 

一部具眼の士によって大々葩復興の機運にあ 

るところの，本當の俳諧（卽ち連句）の世界的 

紹介はこの際極めて有意義な仕事であると思 

います。その道の權戒でもある,わが井上萬 

壽藏さんあたりの御恋起を切落します。

8
辻連倫,高知

•靑年學校主事

1・比ナ也方新聞へ一齊宣傳して,•講演會を 

催す。

b・（敎育エスペラント會）エスペラントで 

日本敎育發達史を蓉わす。

c・何か地方的エス著述をする。

2. 新東亜建設のために,東亞の國々にお 

いて補助語としてエスペラントを普及する。

3. n本歷史（尋常小學程度）のエスペラン 

ト譯。

4・エスペランチ人ト名簿,少くとも同職 

最の名簿發行。

9
宮武正道,奈良

著述家

4.今東京でアメリカ人が出している 

“Japan News Week''の樣なものを月干IJで, 

大きさは"Heroldo de Esperanto " くらい 

のものを學ヨあたりで出して,海片に日本紹 

介（支那,滿洲國をも含めて）したら良いと 

思います〇內吝も"Japan News-Week"て 

いどのものが良いでしょう。

10
北原二郎,朝鮮，元學會評談員

銀行員

1.a.日本エスペラント學會において,か

なり細別せる職業別,および學問別/門分野 

を會員に示し 全會員を各分野に劇せしめ,

各自の專門的立場においてエスペラントの內 

容充實に盡すべき道を開/こと。 (55) 9



c.金融經濟方面の術語完成に努力した 

い。

2. まず全世界の交f,交易上の便宜のた 

めにエスペラントを使用し,漸次,他の方面 

に發展させること。

3. 防牒ヒ差支なき程「において日本の現 

狀を紹介すること。

4. エスペラントを歐米國際語たらしめざ 

るよう,語法の詐す範圍において日本獨自の 

立場において利用したい。

11
杉田正臣,宮畸,第28回犬會準備委員長

眼f斗醫

1. a.全n本エスペランチストの共同事業

としては中等學校初年級にエスペラントを正 

科として採用するよう,政府當局血びに議會 

に請敢書も提出したい。 ・・

b. 宮崎エスペラント會としては,第頃回 

日木大會を盛人ならしめるために協カー致全 

ブJを盡したい。

c. 1個のエスベランチストとしては,中止 

していたエス文日記を復活したい。

2. 7、紘一宇の日本精神をエスペラントを 

用語として全世界に知らしめたい。

3・日本文化宣揚のためにエス文日本文化 

綜覽の如きものの刊行を具體化したい。

4.皇紀2600年を奉祝して4月2& 29, 
30日開かるゝ宮崎大會（第28回日本大會） 

を機會にぜひ全日本のエスペブンチスト諸兄 

姉が自らの祖國,日向をお訪ね下さるよう切 

にお願いいたします。

:ソ."

10 (56)

12 ヽ:

柴山慶,京都,仲敎エス聯盟

僧侶

1. a.學會主動で厂日本文碎」或は「日本 

文化史」の如きものの出版度現をしてほしい。

b. 地方會としては,折角中原氏がギセイ 

的に刊行していられるテムポ誌の存續を,ま 

ず近くの同志として御手傳した•い。

c. 自分の勉强のために，自己?）專門の分 

野で何かエス文献を作るため努力したい。

2. 今日の世界の實狀は洋の東西を問わず 

エスペラント運動（或は文化的分野一股）が 

極度に顧られない,又は顧ていられない情勢 

にあり,從って未だ國際語としての地位を完 

成するに至ってないエス話は,一寸役立てよ 

うが困難なのではなかろうか。とは云え若し 

役立ぢ得る分野があるとしたら，特にエスペ 

ランチストであるが爲为にかゝる實例（精神 

葩物徴的）が現實に得らるヽことを特栩的〉こ 

誇示し得る方面に活用したい。言語趣味的な 

文通なぞ結局大したことはないと思う。やは 

り實用實利に僅る普及力はないからである。 

故に出來ることなら學會に於て,現在エスペ 

ラントに如何なる國々に於て,如何なるわ野 

に向って,如何に實用され得るか,と云う樣 

な實用の程度を時々詳細に發表して貰うこと 

は大變役立て方に參考Fなるのではないかと 

も考える。

両倉天心氏の厂茶の本，鈴木大拙氏の「禪 

の隨筆」 等旣に外國語によって出版され, 世

界的に知れ渡っているものを選びたい。今R 
の普及狀態ではかえって斯るものを擇ぶ方が 

効果的ではなかろうか。

4.今日の東亞緬秩序の建設に直接エスペ 

ラントを考えることは實際問題として少し考 

慮を要することではなかろうか。然し他の諸 

大陸の國々へは日本の地位の向上と共に勿論 

一膚强くこれを主張すべきことは云うまでも

13 •・
石宙明，開城

中學校敎藏（專門:毘蟲）

1. 今年の宮崎での大會や2月の特輯號は 

嚴も歳義があり,婆を得ているものと思いま 

す。他に別に良い案は持っていません。

2. 何か自分の硏究のおありの方は成るべ 

く多くのエスペラントでの業贺を殘すことで 

す。せめてエス文の摘要（Resumo）でも添え 

たいものです。これはなかなか實行すべくし 

て實行されないもので,現在成るべく多くの 

人に讚んでもらうためにエスペラントで書け 

る人でも,英,獨,佛語のどれかで發表して 

いる現狀です。エスペラントを理解する人で 

もよく『……遺憾ながら唯今の現狀ではエス 

ペラントだけでは間にあわぬ……』と言いま 

すヵ;,その人自身からどんどんエスペラント 

で業蹴を殘せば,我等の子孫のために先ず仕 



合せであるばかりでなく,著者自身にも左程 

の損はないと思います。

3.他誌の眞似でもありませんが,レヴォ・ 

オリエンタで軟鮮特輯號,滿洲特輯號等を出 

せばどうでしょう。

14
鮎川常基,大分縣

電氣持術且

l・a・おはずかしい話ですが，何も考えて 

いませぬ。 .

b.链氣エスペラント食として電菽用語辭 

典を作ってもらいたいと存じます。

u電氣關係書のエス課をやりたいと思い 

ますが,それにはエスペラントの基礎をしっ 

かりやってからでないと駄目の樣ですから， 

その勉强でもいた.しましょう。

2.辰摘さんの1片號の記事を見てたしか 

に對外放送にエスペラントを用ゆべきと思い 

ました。

15
淺野 孝,名古屋.NES委員 

船舶荷役係

1-a.全國的に同志獲得運動をおこし,積 

極的にエスペラント運動の基礎を固めるこ 

と。如何に華々しい宣傳も確固たる基礎なく 

しては効果を期待し難い。 ・

c.僕個人としては,自らの技術を高める

こと。それと平行して同志の獲得運動の一

として,努力したい。

16
荒木遜,大牟田

會社員,靑年學校英語講師

1-a.またはb・日本國及び日本人のことを 

外國では夫々何と呼稱するか，正式呼方及び 

moknomo 共（例,英語 Japan, Japanese, 
Jap・）尙外に意味を持たせているか（例,英 

語-japan漆器,西幣=石青,葡誓=小人,矮 

人）を調べてみたい。

c・エスペヲント會話の標準的intonacio 
を各國知名のエス人に尋ねた結果を,高低線 

及び强晁線等で表わす圖示方式を作ってみた

4.學會から每年1,2回づつエスペラン 

ト陞體所存地の警察署及び憲兵隊の高等係へ 

エスペラントに關する啓蒙的文書を家附して

もらいたい〇 •

17
桑原利秀,人阪,日本科翠エス協會委員

商工省工業試驗所技師 • •,・〔・疔養

1・2600年を記念して

a. 全口本エスペヲンチストの共同事業と 

して先ず外國に紹介するに足る立派な著作を 

neesp istoの各方面の權威に聞き,これに 

Esp istoとしての考えを加えて選擇したのち 

各地方の適幫な人に飜譯を依賴して何か立派 

なものを作っては如何。さしあたり懸案の 

Japana Antologioを完成すること。

b. 專門エスペラント團禮としては,も5
少し世界各國の各專門E istoj間の連絡をと 

る樣にしたい。， ペジ

c・1個のエスペラシチストとしては時間 

をやりくりしそでも何か後に殘る樣な仕事を 

したいと思う〇

4. 理事にもう少し實際的な活動をしても 

らうこと。E.を忘れかけていても出來る樣 

な仕事を與えてE.のために働いてもらうこ 

と。

18 .
中西菱浄,•卑和田,佛敎濟世軍エス部主事

久保田鐵工所設計係長

1.何 とゆうことは言えても,さて實行 ・

が全く容易でありません。可能性のあるもの 

は出版位でしょう。それでEsperantoは小 

册子用の言葉でないとゆうことを示すために 

も,四六倍判ぐらいの相當に厚みのある出版 

物を2600年の記念として出してはと思いま 

す。日本佛敎エスペランチスト聯盟でも何か ・

記念出版をすることが決議されていましたか 

ら,ぜひ實現して欲しいと念じています（た 

だし聯盟の現狀から冒って,これはbroŝuro 
であることは勿論です〉。

4.社會的に地位が出來るとだんだんEsp・ 
movadoより遠ざかる傾向を何とかしなけれ 

ば,きのきいた事業は望めません。

19 ゝ

小松宣也,授野縣

小學校訓導

私はこの數年來全くのizoluloとして新小 （57）11



學或語讚本の飜譯の仕耶に力を注いで來まし 

た。そして明春3月までには卷5から卷12 
まで8卷千三百餘頁の分量を一先ず終ること 

になって,これが,はからずも2600年の私 

1個のエスペランチストとしての記念となる 

のです。殆んど行的にやって來たこの仕事は 

無理押し，侃頗だらけで,とても食えないも 

のですが,多くの同志に料理していただけた 

ら,私の幸これに過ぎるものがありません。 

そこで明春3月以後,今一應始めから朱を入 

れたうえ,料3E秦の上に身を曝したいと念じ

ています。專らpotenciala energioを養って 

來たお、,他の問題については,まとまった考 

えもありませんが，2600年を機とし適當な共 

同事業でもあれば，喜んで舉加したいと存じ 

ます。

20
石堂満俊,東京,TEK委員

昭和窯業社員

1.a.日本文化の各分野との連絡,協同を

組織的に企圖すること。

b.日本文化の中樞であり,また，それ自

躲_つの文化 をなしている帝都東京におけ

る「東京t也方のエスペランチストの年次大會」 

をこの年より始めたいとゆうT EK委員會案

の實現，但し小生1個の考えとしては,浦和, 

横濱等の近郊都市も東京を中心とする文化的 

1地方に含まれるものとして參加を認めたい 

と思う。

c.アジア魂を持ったアジア人と語り合う 

ために利用し得るならばエスペラントを用い

てみたい〇 、・、ゝ

2. a.日本語の普及の1手段として一但 

しエスペランチスト以外の此種の運動との種 

々の愆味での連絡のもとに。

b・新東亞建設の惠義を理解せしめ,これ 

と協力させるためにエスペラントをも通じて 

働きかける。

c.現在の段階ではエスペラストが,すぐ 

さま世界平和や人類文化のために役立つとゆ 

う積極的役割は持っているとは考えられぬか 

・ら名案なし。

3. 思いついているものでは，陸軍・少佐多

12 (56)田督知著「日本戰爭學」。

4.正直に申せば,エスペラントの文献を 

增すことが,現在の時擬及びエスペラントの 

勢力から考えて，それ程大きな意義を持つと 

は患われないし切贵感を持って迫らない。 

それよりも,現在までにある文献のうちで， 

日本の現任及び將來にとっては古くて，しか 

も反動思想でさえある自由主義的文献の抹殺 

運動でも起した方が後進を毒れことも少か 

ろうし,お國のためにもなり遙かに積極的で 

あろう。

21 ゝ —F發羅

磯部しづ子,名古屋，NES委員

商事會社ダイビスト

1.旣に過去におけるエスペラント運動に 

よってなされてきた事ながら，今後も尙强調 

して努力して行く必婆ぢあると思われる事, 

それは今尙大部分の人・の頭の何處かにこび 

りついているエスペラントに對する偏見を打 

破することであると思います。そのために私 

達は個人としても，また團體としても機會を 

る每にエスペラントの何であるかを人々に說 

いて1人でも多くの同志を得るようにつとめ 

たいと思います。

2・日激支親蕃もお互いに言葉が通じなく 

ては何の意義もありません。國際補助語とし 

てのエスペラントこそ東亞建設のためにも人 

類交化のためにも今後最も期待されていい活 

躍場面を有するものではないでしょうか。

22
石黑捷三郎,東京,TEK委負

輸出造化商

1. 皇紀2600年記念事菜として抱負は多 

種多樣ありますが,實厅不可能の事を擧げる 

のも無儘義故,束京エスペランチストとして 

皇紀2600年を記念して:昭和15年度より 

東京エスペランチストの年次大會を創始する 

こと及び東京t也方エスペランチストの恒常的 

組織を礦立することを切里致します。

2. 工スペラントは日本の世界的進出の爲 

に役立てるべきです。

3. 日本文化宣揚厂ため.近世日本歷史の

エス譯を刊行1したい。 ア讥』

23
井伏太郎,東京



Vera Vojo 社長

◊人も物も乏しい今日,2600年でも不急な 

ことは遠慮する方がよく，龙要な事わ2600 
年でなくてもやった方がよい樣に思います。

◊今日エスペラント界の急務わ，第1に工 

ス語を自國の一股大衆に宣傳して講習會に入 

學する人を多く造る事。

◊第2にわエスペラントを利用して,みん 

なが，平利に幸福に生活の出來る人間の世界 

らしい世の中を創造する事でしょう。

◊ただ困る事わ,こうゆう事を擔當する適 

當な（頭のある）中心人物の少ない事です。

24
野島安太郎，京都《tempo»編輯長・

1.エスペラントに依って行うあらゆる事 

菜の基礎事業として,エスペラントの本質に 

關する理解を徹底的にし,どんな事菜でも自 

信を以て遂行L得る詩學技術を與え,我々の 

視野を世界的に擴げるための硏究指導機關が 

ほしい。

（學カ檢定試驗の講評を拜見して思うこと 

だがーー此處で述べるのは適當でないと思う 

が,上の提案の理由としてお許しを乞う—— 

例えば,いつかsen manĝiは誤りとして取 

扱え,と言うのがあったが，玫在世界各國で 

出される多數の出版物を讀んで，どんなエス 

ペラントが使われているかを考えてみれば， 

sen manĝiは誤りとする,と書う樣な事はな 

くなると思う。世界語と言う以上，我々はも 

っと世界の氏狀に接觸する手段がほしいもの 

・である。をた厂家へ歸る」にreveniを使っ 

てはいけないとゆうのがあったが,この問題 

の場合に正しいかどうかは別として,確固た 

る家族制度の中に育って來た日本人の生活感 

情は「家」と言えば必ず厂蹄る」と言う。之 

は西洋人には解らない感情である。若しこの 

感情を含めて表現しようとした場合はreveni 
も一つの表現方法として,必ずしも誤りとは 

斷言出來ない。匸スペラントに於けるnacieco 
とinternaciecoの問題，如何にして全愷の 

中に個體を生かすか.こう言った問題につい 

ても御指導を迎ぎたい。紀元2600年に當っ 

て日本精神の發揚を期する我々は必ずしも西 

洋人の答慣ばかりを有難がらず,我々は我々

としての主張を持たねばならぬ。それにはも 

っと我々に自信を持たせてほしいと思う。こ 

れは飜譯事業などでもどしどしゃれる優秀な 

人達を養成して行くには特に必耍な機漲であ 

ろう。）

その他の項目’•御返事はハガキに餘白がな 

いから別の機會に讓ります。

25
貫名美匯,大阪,OES委員

1.a.日本エスペラント運動の組幟を更に 

具證的に明確にする事。isolitaj diligentuloj 
の總愆の集中,學會と地方會との十分な速絡 

地方會と地方會との速絡導。例えば支部の運 

動狀^にしても義務的に狀況の交換をする。・ 

それもinformiloによらずしても支部長など" 

の文書にもより得る。

b.そのためには地方會を躍立すること。 

大阪工スペラント會では，從來の會に更に生 

彩を加えるために,毎例會每に和文エス譯の 

練習,Nia Revuoの批判.意見發表,5分間 

演說が實行されるはず。

c・萬難を排して例會に出席したい。Esp- 
ist〇は出來得る限り話し合い，一緖にいるよ 

うにしたい。弓I込んでいて會の淋しさ等かこ 

ちたくない。

2-まことに抽象的ですがEsp.を人類文 

化のために役立るには現在のところ言語を燈 

かにすることと,敢てその舄にのみ運動の組 

織を確立すべきだと考えてをります。

3.とり立て、日本或は東洋文化の宜揚に 

Esp.を結びつけて考えておりません。•唯厂古 

净記」のEsp.飜譯は國文學者,民族學者と手 

をとり合って現代日本エスベラント界の粹を 

盡して實庁するのが世界エスペラント史の我 

々に課している義務の樣に思われます。

4・ A. Vortarojのこと:

a. Japana Esperanta と Esperanto-Japana 
との合本をぜひ欲しい。（これは講習生の人々 

の例外のない希罂です尢

b・ Japana-Esperanta vortaro または Viv・ 
anta vortaroともゆうべきものを作り原本 

のma述enoを充分大きくして置き,すべて 

のuzantojがたえず書き込みやaldonojを 

なし得るようにする。時を定めて,これらの （59）13



川崎直一

合成語の難しいもの

一自力と檢査

Esp. （t derivado や kunmetado で vort- 
faradoをさかんにやる。前者はalveni, ling
visto など,後者はfervojoなど。しかし普通 

の辭書にはあまりたくさん載っていない。

.Radikoさえ覺えれば,radikojの結合である 

これら7意味は自力でわかるとの主張がある 

からであろう。またその載せかたもどれかの 

radikoの項におさめられていて，いきなり 

alfabeto順中には求められない〇厂單獨の 

radikoも,派出語,合成語も分解せずに全部 

がalfabeto順でひけるような辭書ができた 

ら,Esp.もおしまいだ」なんてゆう敎育家も 

あるくらいである。しかしだ,合成語の意味 

を自力で解決しようとする精神は，Esp・學習 

上はなはだ結構であることはもちろんである 

が，語學は數學のように2x3=6といつも簡 

單にはいかないこともある。Wiister, Die 
Verhaltniswdrter des Esp. （Esp.の前置詞） 

に は 厂paperskatoloの 意味はpaperoと らなかったものをわからすこと。

屬左也方（またわ專門）エスペラント會として 

c.1個のエスペランチストとして.その內容 

の充饗をはかり，我等が理想とする八紘一宇

aldonojを集めて整理,出版する。この實現 

の爲にはどうしてもmovadoの組織を更に圓 

滑に活滾にしなければならなくなるでしょ 

う。

B. Premioの積極化:

書物を增し,仲間を得る爲に每年traduko 
の premio とか,movado 〇 premio とかと 

その時々に於いて場合により種類,或いは方 

向を示して設定し!aboroのはずみを作って 

欲しい。 、・

26
伊孫幸一,犬阪,IEL關西事務取扱

孵卵器製作

1.a.先ず皇紀2600年を長期戰下に迎え 

るとゆう意義を認識することによって，b.所 

skatoloを獨立に知っていただけではわから 

ない。兩婆素間の關係を知らねばならない。

Paperskatolo は skatolo el papero であって

skatolo por paperoではない」とある〇ドイ

ッ齧學習淮誌u Kultur が難しい合成語を

300だして,どれだけおわかりでナか,と讚

者に問うているのをみて,これを旗似してみ 

る。合成秸の比较的多いMilli dge, The Esp- 
English Dictionary と Nyl6n, Fsp-Svens'<
Ordbokおよび合成語を說明してあるPlena
Vortaro から ?しそうなのを60選んだ。（派

出語にはいま觸れない;）。 

注，意

第1にまず自力でEsp・だけをずっと見て 

自分のわからないのにしるしをつけてみるこ 

と。

第2にわからないのを分解してみてradiko 
の意味を辭書でひくこと。ただ,岡本，厂新撰 

エス和」,石黑，厂エス和新」などは使わない 

で——とゆうわけはradikoをひくとそこに 

合成語とその譯がでているからーーradikoだ 

けの辭書例えば厂エスペラントの鍵」（學;發 

行,定價5錢）を便ってradikojの意味を知 

り,自力で合成語の意味を考えてみること。

笫3に合成語につけてある番號によつて， 

日本語譯をみて，自分でわかったと思うもの 

がまちがっていなカ、ったかを調べ,またわか

の精神を宣揚する爲に勇往邁進しなければな 

らない。

3. 日本文化宣揚の爲には紀元2600年奉 

祝會より出版される記念出版のヱスペラント 

譯を學會として協力する（これは旣に新聞紙 

上に發表せられた％それから學會の記念事業 

として或わ日本學術振興會.國際文化振興會 

等の支持を以てかねての宿望たる「日本文學 

選集」をぜひ出版せられたい。

4. 厂エスペラントわ2600年の外國薔」と 

ゆう旗じるしのもとに全國各地の同好の皆さ 

ん,足並み揃えてしっかりやりましょう。



(日本語課はつぎのペイジにある)

1 abocolibro 21 egalpezo 41 laktovojo
2 plenaĝa 22 plumeraro 42 leporlipo

・3 molanaso 23 flugfolio 43 korinkli no
4 sangadulto 24 trifolio 44 mambesto
5 ĉielarko 25 sunfrapo 45 matenruĝo
6 bankbileto 26 korpogardisto 46 mezonombro
7 molbati 27 gastameco 47 naztuko
8 flavbekulo 28. glorkrono 48 noktotablo

9 ovoblanko 29 ruĝgorĝo 49 brulofero
10 b ovinstrumento 30 vindi nf ano 50 okulfrapanta
11 bonfaro 31 ĵetkubo 51 tagordo
12 bontrovo 32 terkapo 52 terpomo
13 rabobirdo 33 tirkesto 53 prespreta
14 jarcento 34 markolo 54 palmodimanĉo
15 cervohundo 35 jarkolekto 55 provekzemplero
16 diservo 36 punktokomo 56 sapveziko
17 dikfingro 37 kopirajto 57 ĉielskrapulo
18 datreveno 38 savklapo 58 tagolibro
19 kampodomo 39 leĝdoni 59 vortotrezoro
20 dumastulo 40 librotenado 60 voĉdoni

大會を極力盛大にして,大會の決議として賀 

表を捧呈したい。

b.地方會でも盛大に奉祝會を開きたい。 

TEKとしては,團エスペランチストや,エス. 

ペラントの味方の人達を抱擁し得るようにし 

たい©

3.どれとゆうのでなくても,現代の日本 

文化,就や物質文明を說明したもの。

29

27
岩田宗一郎,富山縣

藥劑師

エスペラントの發展にはエス文の文献を多 

くする事が第1だと確信します。

エス文書籍出版後援會の設立:以前のエス 

運動後援會の如きやり方の右の機關を作る。 

別に,出版エス書選定機關を設け,一般から 

募集したエス文の選擇に當り,また飜譯すべ 

き日本書の選澤推薦をなす。また,これと並 

んで飜譯按關も設ければ申分はない.

28
福胃義蜡,東京,學會評議負

日本犬學藥局長

1.陽春4月皇祖發祥の聖地に開かれみ

小松文夫,東京,日本鐵道エス聯盟代表者

1.a.日本建國史と言つたようなものを工 

スペラントで出版する。費用は全日本エスペ

ランチストの據危にまつ。出版委員會を作ら・ 

ねばなるまい。貝體的方法は略す。 (61)1S



1 入門書 21 均衡 ・ゝ '41 銀河

2 成人の 22 書き誤り 42 兎脖（ミックチ）

3 ケワタカ•モ 23 チラシ,丿ヾンフレット • 43 曙好 ・

4 近親相姦 24 クローバ 44 哺乳動物

5 虹 25 日射病 45 朝やけ

6 銀行紙幣. 26 親衞隊員 46 平均數

7 なぐり殺す 27 もてなし好き 47 ハンカチ

8 靑ニオ 28 後光 1 48 寢臺の側の小卓

9 卵白 29 駒鳥 • , 49 燔祭

10 •管樂器 30 赤子 50 目を見はらせる

11 慈善 31 さいころ 51 日程

12 自分に適當とすること 32 Iff 52 ジャガイモ '

13 猛禽 \ 33 ひきだし
53 印刷にだす準備のできた 

（原稿が）

14 世紀 34 缺 54 復活祭前の日曜

15 鹿獵犬 35 年辑（刊行物の） 55 見本（雜誌などの）

16 祭事 36 セミコロン
ゝ6

石鹼玉

17 拇指 ’ 37 著作權 57 摩天樓

18 一周年などの日 38 安全瓣 58 13記

19 別莊 39 立法する 59 語彙

20 二本マストの船 40 簿記 ; 60 投票する

b. 聯盟機關誌第百號記念をも兼ねて相當 

頁數のエス交特輯號を出したい。

c. 未完成の鐵道エスペラント會話を完成 

させたい〇

2. 人類文化進襲の爲に,特に東亞新秩序 

建設の爲に役立てたい。

3.日本文化,近代日本の姿を認識せしめ 

るものなら文献または事項を問わない。徒に 

ント學會主催全國主要都市巡回講演の實行。

b.地方色濃き日本傅說集等の刊行。日本 

エスペラント學會應援のもとに初等講習會開 

催（展覽會も良し）。

2. エスペラント・トーキーに依るI或は 

タイトルに依る）日本風景その他の映畫嫂作 

（費用の燃出策なし）。

3.現代代表日本文學（詩,威曲，小說）の

懐古的なものは自分はとらぬ。具體的なもの花」 カルタ等の海タト紹介。

は今ちょuと頭にない。 ・

30
高松重光,名古屋,NES委員

日本陶器彫刻盘匠係

1.a.全日本エスペランチスト短文集（懸 

賞募集爭の方法により）發行,日本エスペラ

4. 6大都市エスペランチスト共同事菜と

して寄附を募り最も洗練されたる觀光,物產 

案內書の刊行。

31
松下正行,和歌山,綠£會幹事 

師範學及生徒:16 (62)



■

William Bailey

Zamenofaj ekzemploj de u-a -o kaj -o リ 
kiujn mi ne rimarkis en la artikolo 

de s-roj Sasaki kaj Iŭaŝita

Mia penso kaj turmento.—Unua Libro (F.K. 322/7)
lia sceptro kaj trono.—Unua Libro (F.K. 326/29)
ŝia lando kaj regno.—Dua Libro 44/14 (Fab. II. 141/26; ŝanĝita : sia) 
Nia laboro kaj pacienco.—189〇, p. 39 (F.K. 321/15; V. 588/40) 
nia lingvo kaj afero.—Esp. 1892, p. 69.
germana laborado kaj precizeco.—Esp. 1894, p.13.
sen ia uzo kaj utilo.—Esp.1894, p. 21.
grandan disputadon kaj malpaciencon.—Esp. 1894, p. 66.
komuna sintakso kaj stilistiko.—Es力.1894, p.188・
Lian bonecon, kompatemecon kaj amon al la homoj.—Esp. 1895, p. 6〇.

min patro kaj avo.—Letero al A. Michaux, Enciklopedio de Esperanto
tiu lingvo kaj lando. — „ „ ,, ,, „ sub " Zamenhof"

1. 全日本ノ・現在における詳細なる人名薄 

を作製したいと思います。（學也會負と否とを 

問わず）。;

これこそ私個人の願いでありますが,ラヂ 

オを通じての初等講座を開し、、たらと考えま 

す。5-6年まえにあったようですが,現在の 

英語あるいは支那語講座の如くやれないもの 

でしょう力\。 ’

2 エス文新関の發刊。現在の厂テンホ」

を總カ援助したい。

32
局垣千一耶,室闌

車掌區助役

】• c.牺く田舍へ行って居りiしたか;,今 

度當地へ參りましたので，ひとつ會を組織し 

て斯語運動のために,いささか努力してみた 

いと念じて居ります。

2. 全國ラヂオ放送局へのより種極的な働 

きかけを要望致します。

3.火野葦平の厂麥と兵隊」,小川正子の 

厂小島の春」のエス譯等。

33
宋禹憲,大連,元學會評議員

滿鐵社員

皇紀2600年を記念してなしたい仕事（空 

想かも知れぬ）。文部省または外務省の補助を 

求め日本の優れたあらゆる部門の技術または 

文學等をエスペラ•ントにて飜譯し歐米各國の 

文化團體に無料配布す。之を廣行する具體的 

方法としては,文部省または外務省に10画圓 

位の補助金の下附を受け,この金利年6000圓 

とし每月500圓位をもってエスペラント勘能 

の士 2人位を專任に學會に置き飜譯及が編輯

を擔任せしめ每月或は隔月に千部位のパンフ 

レットを發行し,各國のエスペラント團體ま 

たは著名の文化團體に亂付するものとす。 各

國のエスペラント團禮に對してはなるべく,

その國の國語にて,之を飜譯せしめ宣傳して 

貰うべきは勿論のこと〇 （63）17



lia propra lando kaj popolo.—H.10/29. (F.K. 412/24) 
ŝian koron kaj konsciencon.—M.132/3〇.' 

sincera amikeco kaj frateco.—Hii. (V. 314/28), Horn. (V. 324/36) 
mia sago kaj koro.—Hii. (V. 320⑷
intergenta justeco kaj egaleco._Horn. (V. 324/8) 
absoluta justeco kaj egaleco.—Horn. (V. 325/24) 
mian regnon kaj landon.—Horn. (V. 327/10) 
absoluta justeco kaj logiko.—Horn. (V. 332/1) 
&an mensogon kaj hipokritecon.—Horn. (V. 335/18) 
nedifinitan fratecan senton kaj esperon.—Horn. (V. 339/8) 
fremda lingvo kaj religio.—Geni. (K 349/42) .
ĉiu lando kaj gento.—Gent. (V. 351/20) 
sia lando kaj urbo.—La Revuo I. p 29〇. (V. 247/10) 
lia kantado kaj harpludado.—R. de B.19/14.
bonegan kuirejon kaj provizejon.—Fab. I. 27/3& 
terura fumo kaj odoro.— Fab. I.120/1〇.

Llandudno, Kimrujo, Britujo,
1& Septembro, .1939・ 

Estimata samideano,
Jen mi sendas al vi liston de Zamenhofaj ekzemploj de " -a •〇 kaj 

-o ", kiujn mi ne trovis en la artikolo en " La Revuo Orienta ''・
Konceme la ekzemplojn en la Malnova Testamento mi garantias, 

ke ili estas efektive laŭ la Zamenhofa traduko.
Pri la esprimoj:

tute bluajn buŝon kaj vangojn. (Fab・ III. 88/20) 
siajn reciprokajn malpacon kaj kalkulojn (V・ 315/19)

mi estas preskaŭ certa, ke Zamenhof skribis bluan kaj reciprokan・ Ni 
ambaŭ scias kun plena certeco, ke d-ro Dletterle en la Verkaro kaj 
aliaj personoj en la Fabeloj faris grandan nombron da ŝanĝoj・ 
リ" / ； Saluton! ゝ ・

William Bailey.

•P. S—Ankaŭ la pluajn ekzemplojn de ・a •〇 kaj oj mi garantias kiel 
pure Zamenhofajn・

W・B.
18 (64)



mia lando kaj regno.—Fab. II. 31/16.
tiu Sodom kaj Gomora.—Fab. III. 46/4.
la saman vojaĝon kaj eltrovon.—Fab. III. 132/28.
via energio kaj sindoneco.—Letero. (K 430/30)
la tuta arĝento kaj oro—Josuo VI.19.

• Mian buĉoferon kaj farunoferon.—I. Sam. II. 29.
la tuta Izrael kaj Jehuda.—I. Sam. XVIII.16, IL Kron. XXX 1.
mia osto kaj karno.—II. Sam. XIX.12,13.
mia patro kaj patrino.—II. Sam. XIX. 27.
tiun tutan pre女on kaj petegon.—L Reĝoj VIII. 54.
la tutan arĝenton kaj oron.—Z. Reĝoj XV.1& Ezra VII.16.
la tutan oron kaj arĝenton. II. Reĝ. XIV.14. II. Kron. XXV. 24.
Lia nomo kaj gloro.—I. Kron. XXII. 5.
iu ajn nacio kaj regno.—II. Kron. XXXII.15.
Lia preĝo kaj aŭskultiteco.—ZZ Kron. XXXIII 19・
sian patrodomon kaj devenon-—Ezra II 59.
ĉiun reĝon kaj popolon.—Ezra. VI.12.
la cetera arĝento kaj oro.一Ezra. VII.18.
ilia paco kaj bonstato.—Eznz. IX.12.
ia restaĵo kaj sav让ajo.—Ezra IX.14. 
granda mizero kaj malhonoro.—Neĥemja I. 3.
Kian honoron kaj distingon.—Ester VI. 3.
Lia estas tiu, kiu eraras, kaj tiu, kiu erarigas.—Ijob XII.16. 
multekosta onikso kaj safiro.一Ijob XXVIII. ]& ,
Via bastono kaj apogiĝilo.—Psa. XXIII. 4. ヽ

Via boneco kaj vereco.—Psa. CXXXVIII. 2.
daŭra havo kaj justo.—Sent. VIII.18.
lia malhumileco kaj fiereco kaj furiozado.—Jesaja XVI. 6・
vian vinberrikolton kaj grenrikolton.—Jesaja XVI. 9・
mia statuo kaj fanditaĵo.―Jesaja XL VIII. 5.
ilian arĝenton kaj oron.—Jesaja LX. 9.
Via fervoro kaj potenco.—Jesaja LXIII.19.
ia popolo kaj regno-―Jeremia XXVII. &
granda estas la kolero kaj indigno—Jeremia XXXVI. 7.
Alia kolero kaj indigno. —Jeremia VII. 20; XLIL 18. Jeĥezkel XXV.14.
Mia indigno kaj kolero.—Jeremia XLIV. 6.
mian karnon kaj haŭton.—Plorkanto III. 4. (65):



皇ffi 2600年記念

「エスペラント獎學賞」設定 
亀崎佳子孃寄附

一昨年の名古屋大會において,わが國 

エスペラント運動の父小坂狷二氏を記念 

するための「小坂賞」の設定が決議され 

全日本エスベランチストの絕大な賛成に 

より，忽ち豫定額を突破し，その榮ある第 

1回授賞が,昨年春，大阪の大會におい 

て,「日本書紀」エスペラント譯の野原休 

一氏に對して行われたことは，われわれ 

の記憶に、新しいところであるが,これが 

エスペラント運動の功勞者に對するもの 

であるに對して，今度は,皇紀2600年 

を記念して,エスペラント學習獎勵の基 

金が設定されることになった。

基金は正一千圓,「小坂賞」が全國の會 

員の感謝の熱誠のあふれた共同據金によ 

るものであったに對し，これは1人の工 

スベランチスト,それも一女性の寄附に 

よるものである。

基金の寄附者は龜崎佳子孃で,設定に

いたる經緯はつぎのとうりである。

龜崎孃が,長らく;學會の事務を無報酬で 

疲當して來られた特志家であることは,一部 

の人には,よく知られているところであるが, 

ー股エスペラント界にはあまり知られていな 

いようでなる〇これは,同嬢があらゆる名利 

をきらい,はなやかな外面的な運動には一切 

餌を出さず,きわめて占也味にまったく無名の 

戰土として終冶されたためと,學曲として， 

これを特別に表彰するような適當の機會がな 

かったためである。

同孃は,昭和2年10月，はじめて學會の 

事務に携わられ,9年4月,同孃の所屬され 

ている敎會の依囑で幼稚園保姆養成所に入ら 

れるまで，每日學會に出勤 會费簿の整理,注 

文品の發送その他の純然だる雜務に服してい 

られたのである〇

この滿6年半,一切の報酬を謝絕されてい 

た炉みでなく,目白の自邸から學會事務所ま、 

での交通費もすべて自辨されていた。

しかし學會としては,適當の機會に何等か 

の形式で感謝の微意を表したいと考え,每月 

ilia arĝento kaj oro.—Jeĥezkel VIL 19.
via saĝeco kaj kompetenteco.― eĥezkel XXVIII. 4. 
Miai grandecon kaj sanktecon.—/廉处尿/ XXXVIII. 23. 
ilia longo kaj larĝo.—Jeĥezkel XLII.11・
Mian panon, grasaĵon kaj sangon.—Jeĥezkel XLIV. 7・
eterna malhonoro kaj honto.—Daniel XII、2・ 
Mian panon kaj vinon.一Hosea II 9.
Mian lanaĵon kaj linaĵon.—Hoŝea IL 9.
sia arĝento kaj oro.—Hoŝea VIII. 4.・
Mian arĝenton kaj oron.—Joel III 5.
sia dekstra mano kaj maldekstra.—Jona IV.11.

(66) ĝia juĝado kaj regado.—Habakuk I. 7.



些少の金額を積立てておいてあったので,昭 

和9年退職されるに際して,その積立金から 

金一千圓を贈ることにした。

ところが,龜崎孃は,これを受けることを肯 

ぜられず,しかるべき機會を待って何等かの 

形で處分をしたいとの意向を洩らされた。

それ以來すでに〇ヶ年,未處理のまま 

14年12月にいたったので,さらに同孃 

の意志をうかがったところ,うえにのべ 

たように,皇紀2600年を記念する意味 

の「エスペラント獎學賞」の設定を示唆 

され，’全額をもって事變公債を買入れ， 

その利子によって,エスペラント學習の 

獎勵にあてることを希璧された。

よって學會では，これの詳しい規程は 

おって定めることとし，とりあえず,公 

値を買入れることになり,おりから麼出 

し中の事變公債額面一千圓（费出價格 

980圓）1枚,および,勸業債券額面十 

圓のもの2枚を買入れた。

これらの債券に對する利息は，每年35' 
圓餘となるが,そのうち約・5圓は印刷 

費,通信費などの事務费にあてるとして 

賞金となるもの糸勺30圓である。

これを，どうゆう方面に,どうゆう形 

式で贈るか,また,第1回授賞は，いつ 

行う力',それらの具體的なことについて 

は,役員會において決定のうえ,おって 

發表する豫定であるが,よりより話題に 

のぼっている案のうちには，有力なもの 

として,つぎのようなものがある。

1. その年度のうちに行われた講習會の修了 

者のうち,もっとも成績のよいものへ贈る。 

（これは講習會が各地方で開かれる關係で,比 

較が困難なため,實現は困難とおもわれるが 

この困薙を解決する,，何等かの方式が見出さ 
れるかもしれない。）

2. 勰澤あるいは作文のkonkursoを催し, 

その成績の優れたものへ赠る〇

3. 高等試驗,または普通な瞼を受けて,そ 

の成績のもっとも優れていたものへ贈る。

4. 每年夏,東京でエスペフント講師養成第 

習曲のようなものを開き,圮i方からの診加者 

のうち特定の人（たとえば;）えの3にあたる 

もの）へ,その旅費を支給する。（これは,そ 
うした講習會の開催が毎年で善るか，どうか 

が先決問題であり"受賞者の所在地の東京か 

らの隔越によって費用もまちまちであるから 

このま玄の案では,適當でなく思われる。）

うえの案に對する意見,あるいは,そ 

のほか適當の案を,・會員諸氏からお知ら 

せいただけると幸いである。

:: Fluaj ekzemploj de -a -o kaj -oj
malfacila laboro kaj oferoj.—E功.1890, p. 54. (K 75,3)
sia propra respondeco kaj kostoj.—Esp. 1890, p. 58 (V. 84/38) ，
mian ekzemplon kaj konsilojn.—La Revue de V Esperant 1905. (ŝanĝita: 

miajn ĉfe V. 433/35)
ĉian malverecon kaj kontraŭparolojn.—(V. 324/16)
ĝian internaĵon kaj krurojn.—Eliro XXIX.17.
la tutan instruon, leĝojn kaj preskribojn.—II. Kron. XXXIII. 8・
la pesitan argenton, oron kaj vazojn—VIII. 3〇.

via malĉastado kaj malbonago;.—Jeremia III. Z
mia mizero kaj suferoj.—Plorkanto III.19.
mian oleon kaj drinkaĵojn.—Hoŝea II. 5. (67) 2：



本野精吾

アメ リカの旅

•中央:本舒氏（右）さマルーチャン氏・

アメリカの旅と申しても8月6日に横濱 

に出發してヴァンクバーに上りシャートルを 

經てニューヨークに直行。ニューヨークに13 
日間滯在。再ひ汽車と汽船fにてサンフランシ 

スコ經由歸朝したのでありまして,其の問工 

ューヨークで數日を豪華咨船の見學に費した 

のでありますから，殘餘の日數は極めて僅か 

であったのです。然し其の間東京の久保貞次 

郞氏から頂いて行った紹介狀に依て彼の地の 

エスペランチスト，マルーチャン氏に會う事 

が出來まして，僅かの滯在の中3日間を同氏 

と過ごす事が出來たのであります。この3日 

間の出來事は私のエスペラント生活の中に重 

要な1頁を印したのであります。

垠初の扇見ーー着いた日に早速電話を事務 

所にかけて見ましたら居ない事丈は分ったの 

ですが不自由な英語ではノ、ツキリ分らないの 

です。不得已電話を切ってLまって早速手紙 

を認めて私の短かい滯在中に1日でも會う事 

を心から希望すると云う事を書いて送りまし 

たら,翌日の晚電話を事務所からかけてくれ 

ました。マ氏も私もエス語はソウ自由に話せ 

ると云うのでないのですけれども同氏との電 

話の交涉は全く英誥に困りぬいて居た私に取 

っては故國に歸った思いでありました。そう 

して2日の後自分の車を持ってホテルに迎え 

に來ると云う約束が出來たのでした。この最 

初の電話交涉のー-と幕はエス語の實用性"j就 

てノ、ツキリした認識を私に與えて吳れたので 

した。先年ドイツに遊んだ折に電話にて通話 

が出來る樣になったのは漸く 一年後であった 

事と思い比べて何とした相違であろう。しか 

もドイツ話は日本に於て數年の學習と彼の地 

に於ける1年の習練の後であった事を思う時 

僅かな獨習に依て到逹したエス語の實用性を 

嬉しく思うのである。

マ氏の印象——マ氏は三色寫億印刷の仕事 

に從事して居る技術員で,遠くアルメニモと 

云う,今はソヴェートの一部になって居る黑 

海の近くの地方の人で一見飾り氣のない技術 

負らしい風貌の人である。最初の瞬間から私 

はよき印象を持って對する事が出來たのであ 

ったが,話しを進めて行く中に異國の人と云 

う感じは消えて行ったのでした。夫れは私が 

ドイツに於て永い間親しくして居た彼の國の 

學生との間にも持つ事の出來なかった國境を 

超えた親しさである。それはエス語人の間に 

のみ持つ事の出來る特殊の境地である。何と 

なれば話す言葉は各に取って自分のものであ 

り，意思と感fi?とは飜譯する事なく直接に言 

葉になって出て行く事が出來るからでわると 

云う事を體險する事が出來たのである。

3日間の見物——同君の仕事は午後4時頃 

から夜半にかけて從事するので晝間は比験的 

閑があるので其の僅かの閑を親切に私や友人 

の爲めに費やして吳れたのであった。電車や 

バス等の交通機關の無い處を案內し樣と云っ 

てロックフェラーの寄贈したと云う小ぢんま 

りしたミューゼアムや近頃公開された個人所 

有の畫廊や,ニューヨ ークから50マイル程隔

った海岸の近來設備された水浴塲ジョーンス 
ビ-チや,近來盛んに建設されつ、ある小住/ 

居群經營等を見せて貰う事が出來たのであっ 

た。私はいつも運轉臺に同君と並んで坐って 

話し乍ら走り廻って居たので色々の事を話し 

ゼ（68）



合う事が出來て，ニューヨークに於ける人々の 

生活の姿等に就て詳しく聞く事の出來た事は 

全くエス語の御蔭である事を悅んだのであっ 

た 0 . ' '
マ氏の生活マ氏は15年前コヽに移住 

してニューヨーク市民となって生活をして居 

る未だ年若い人である。同君の生活の姿は二 

ューヨーク市民の生活の姿の一面をよく現わ 

し居る樣に想える。三色寫眞印刷が專問の仕 

事であるが餘暇に木版印刷をやって居る。自 

分は藝術的天分に乏しいから構想が豐かでな 

い事を悲しむと云って居せしたが,中々良い 

作品を作る人で,謙虚な快い魄の持主である. 

事を嬉しく感じたのであった。年老いた母親 

を養なひ・已に結婚した弟（自分は獨身であ 

る）にも生活費の一部を補助して居る。何故 

貴兄は結婚なさらないのかと云う私の問に對 

してこの地で結婚する事は非常に困難であ 

る。何となれば女は大なる浪費者であるから 

と云って居ました。そうして，それに附加え 

て弟は結婚に依て生活の針路を誤まったので 

ある。弟の妻は非常な浪費者で弟は夫れに困 

って居ると云う事を話して居ました。之れは 

全部を示す例證にはならないかもしれないけ 

れども,少くともニューヨーク市民の生活の一 

面を示す。結婚生活さえも自信の上に立つ事 

の出來ないこの地の人達を悲しむと同時に現 

代物質文化の惡き一面を示す例證としてこの 

話を聞いて居たのであった。

同君は最近買い代えたのだと云って新らし 

い良い自動車を持って居た。’この地では自動 

車を持たないものは足が無い位の狀態に當 

る。それだけに自動車を得る事も容易である〇 

工場へ通う勞働車が多數に自動車を所有して 

居て工場には必ずすばらしく廣い駐車場を必 

要とする狀^である。同君は2度私を數十哩 

距ったジョンースビーチに案內して下さった 

ので多大の時間とガソリンとを消侵して御氣 

の毒であると云いましたら,ガソリンはいく 

らもかゝらないから安心して下さいと云って 

代價を話して吳れました。それに依って計算 

すると數十哩往復するのに何と1ドル位かゝ 

るだけである。1ドルを今日本の金に換算す 

れば相當の額に上りますけれども1ドルは實 

際1圓位の働らきをするに過ぎないから,マ 

氏が心配して吳れるなと云った事も肯かれる 

次第である。（ホテルで朝食をすると簡單な食 

事で1ドル位かゝりす）。ガソリンの一滴を大 

事にして居る現時の日入の狀態から見ると夢 

の樣な事餓である。

豊富なる物資に惱む米國ーー物資の生產過 

殉と勞働力の過剩とか失業者の多數を生むと 

云う奇妙なるb象を實際に見せられて不思議 

な感じがしました。同君の屬する寫眞印刷工 

菜組合は龙大な資金を有するから1ヶ月200 
ドルの失業手當を給して居ると云って居まし 

たが，聞く處によると最低60ドルの麦給を受 

けて居るので失業者は衣食の途を失う事がな 

く,釣等をして暮して居るとゆう事である。 

そうして夫れ等の人達は極めて緊張味のない 

生活を送って居るのであるから全證としては 

決して面白くない現象であり,心ある人逹は 

アメリカの前途を憂いて居ると云う事であ 

る。

久保氏は他の二三の有力な方に御紹介下さ 

ったのですけれども，大會に歹ける爲旅行中 

だったり,私の閑暇が少なかったりした爲め 

io Hにかゝる事の出來なかった事は殘念でし 

た。併しエス語の御蔭で私のニューヨーク滯 

在がすばらしく樂しく有益に過ごせた事は私 

の生涯忘るゝ事の出來ない想い出として殘り 

ま;。 ’・

最後に私の友人2人も一處にジョーンスピ 

-チに案内して下さった折記念として海岸の 

土產賣店の品物の中から私に買って下さった 

アルミニュー厶鑄物り皿灰は今私のアトリエ 

の机の上に懷かしき存在として光を放って居 

る。私の友人の1人が大酒家で一杯で上機嫌 

になる事をよく承知して居るマ氏は同君の爲 

めに酒堰のセン拔きを買ってニヤニヤ笑い乍 

ら,この包みを宿に歸ってから開ける樣に云 

って吳れと云って渡したり中々ユーモアーに 

富んだ事をやる方でした。同行の友人2人も 

非常に良き印象を殘してマ氏と最後の握手を 

したのはニューヨークを立つ3日前でありま 

した。
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豐田ゆり子

ヨーロッパから歸る 

そして楼好のホテルが豫約してあり荷物の事 

も,私はもう何もしなくてよいのでした。初 

めて實地の役に立てるverda lingvoは，彼 

等のゆう事は大瞪判るのですが,厂何時に來ま 

しようか」ときかれて私は返事が出ず,指で

腕時計の數字をさして6時40分と判っても

1936年伯林のオリムビックにやゝ先立って

らった,私のエス語はそんな覺束ないもので 

した。それでも無事に皆の親切に送られてマ 

ルセイユを發ち,維納で又エスペラント會長 

のシュタイナー氏に迎えられて新生活の第一 

步を踏出す事が出來ました。尤も話せないと

歐洲で一番美しい季節といわれる五月の末に 

埃蛊維^に到着し 本年晚显戰爭の勃發とと 

もに彼地を出發した私の足かけ4年の留學生 

活は顧みて感慨の深いものがあります。一寸 

考えると學校と自宅のピアノの間ばかりコツ 

コツ往復していたような氣もしますが，私が 

じっとしていても，はたの情勢は色々變り中 

々出逢えない樣な爭を可成見き、しました。

いふのは練吉と度胸の問題で，度々話す折が

あれば度胸が出來て，malmultaj vortojをも 

ってしても自由にさまざまの話が出來るもの

です。

私はドイツ語を習う暇もなく緇Ĥに行った 

爲,又ドイツ語は脅い初めがとても難い、ほ 

さいしょの3/4年位は全く Esp.の恩惠の中 

に暮していました。その頃は萬國大會の維納

咋年3月の獨埃合併，秋のズデ-テン問題, 

今春チェッコ。併合零・男の人であったら,さ 

ぞまぢかに兑られる事件に興味を汤かした事 

と思いま;平素靜かなのんびりした都とし

て知られている維納も歐洲の心 といわれる

くらい丁度中央に位置していますので，兎角

ごたごたの導火線となるのでしょう。私は大

かい維納で暮し,旅行は夏や冬のお休みを利 

用してするので餘り方々知りませんが,旅行 

となると私を助けてくれるのは日本で石黑修

先生にお習いしたエスペラントでした。先ず

私は言葉も通じない初旅にEsp.の溫い手に 

迎えられて歐洲の門マルセイユをくヾりまし 

た。日本からはじめて洋行する人は誰でも船 

が目的港に着く數日前から烈しい不安に按わ 

れるのが常です。澤山の荷物をどうしたらい 

ゝだらう。ホテルは，汽車は。チッフ•の問題 

は。そして何よりも，この靑い目の人ばかり 

の間に入って話す事も判ってもらえなかった

らどうなるのだろうと。それは賴りのない氣

に開かれる前後であった故もはり,毎週各所 

に定朋的のkunsidoが開かれて換太利のEsp. 
運動は中々活氣を帶びていました。私も毎週 

どこかの會に一度は出て,遠い日本の話をき 

ゝたい人なつこいEsp-istojの質問の的とな 

り，いきおい私の哀れなエス語も格段の•飛躍 

をしました。大槪シュヌイナー氏の主宰する 

grupoに出ました。夕方からドナウの河沿い 

のプラータとゆう大きな 森の中のMolkerei 
（ミルクホールのようなもの）に集まり，鼓初 

は少し眞面口に勉强,それから歌をうたった 

り謎をかけたり色々エス認による遊戲をしま 

す〇シュ--ルトの「ぼだい樹」,「野ばら」, 

厂鱒:等をエス語に飜譯したのが特に好んで歌 

われました。興が乘って來ると皆隣同志腕を 

組合い全卓が右に左に大きく搖れてのどもさ 

けよとばかり合唱をつTけます。靑葉の香の 

强い初夏の夜に,赤と白で塗られたモルケラ 

ィによって皆それぞれザウワレ•ミルヒ（酸 

ばい牛乳）や冷しショコラー弄を飮んで勝手

持のものです。まして私は無經 の少女。

のま、この日本の船で我が家へ展ろうかと思

うほどの心細さでした。けれども船が波止場 

につくとすでに數人の同志が綠の星のついた 

5 24 （70） 旗を持って私を待ちうけていてくれました。

なお喋りをしている圖もなつかしい思い出と” 

なりました。合併されてからすべて獨逸なみ 

に集會は全部禁じられてしまいました。但し

一人で習う専は許されています。

維納と限らず凌逸人のEsp.の發音は正・し



くはっきりとLてよい樣に思います。聞く機 

會を得ませんでしたが,伊太利人もFsp・に 

よく以た母國語を持つ關係上發晋がよいので 

はないかと思われます。

萬國大會は私はお人形の樣にしていたきり 

で餘り面白いお話もないのですが,世界中か 

ら人が集まり,この國際語の助けをかりヱ皆 

が怠志の交換をし合うのは何といっても素晴 

しく樂しい事でしょう。めいめいがお國ぶり 

のアクセントで各自特徵のあるエスベラント 

を話しているの低愉快なものです。ある一定 

の國語の樣にこうでなければならないとゆう 

嚴格な規則はなく大體の約束を守ってあとの 

細かい所は自分流にしてよいのはEsp•の特 

點と思いますが,英吉利人のEsp.は何とし 

ても判りにくいものでした。また,これは後 

に旅行の際にも强く感じた事ですが例えばノ、 

ンガリー語は語の最初の岗音に常にアク'セン 

トがあり,フランス語はいつも語尾をあげる 

アクセントだしEsp.を話していてもこの癖 

の出る人は多く,兩國の同志達でお互にmoki 
しているのは祸稽なものでした。チェッコの 

Esp.も相當愉快なもので笑いん坊の私は時々 

苦しい思いをしました。日本人は矢張母音の 

多い國語を持つ故か割によいのではないでし 

ようか。私も,またこの萬國大會に活躍され 

た池川淸樣も發音はよいと皆にいわれまし 

た。ただLとRの區:別をノ、ツキリさせれば 

あとは私達にはそう苦勞する事はないと思い 

ます。私の體驗からいってドイツ•フランス・ 

イギリス等に何年か滯在于る場合,どうして 

もその國の言葉をマスターする必要があると 

思いますが,小國を旅行する場合はEsp •に 

賴る事が賢脚と思います。チェッコ語やフィン 

ランド語を覺えても,まだいつ役に立つ事や 

ら判らず,さればといって知らねばその國へ 

いって食事一つ出來ず,もしも旅行者がEsp. 
を用うる事が世界の常識となって居ればどん 

なに旅は易しくなるでしょう。ましてEsp.は 

ただ便利な話學とゆらだけでなく,未知の遠 

來の人をも親切に利得をはなれて眾內してく 

れる屁志が全世界に散在しているのですか 

ら。私は今ふりかえって思う時,心に湧くの 

は之等の人々の親しい笑顏とそれに對する溢

れる樣な感謝です。全く娘の一人旅でEsp.の 

助け力:なければ私など何も出來ずに維納にの 

みとじこもっていた事でしょう。どこかに旅 

する時は維納エス傭の會長'が（彼も到る處 

氏P・による親友を持つ人なので;）直に賴りに 

なる人に手紙を書いてくれ,私は汽車の中で 

は1人でも驛についてから1人であった事は 

かつてありません。夜遲くても，いつもか 

迎えてくれ,猪の事でもなるたけ家庭に泊り 

たいとゆう私の希望が常に容れられてホテル. 

に泊った事はありません。ただ私の時々心配 

した事は大勢いるEsp-istojの中には惡い人 

もあるだろうといふ事でした。或は神樣が私 

を守って下されたのかもしれませんが,この 

期待は快く裏切られてただ一つの例外もなく 

私の會.った人は皆よい人ばかりでした。エス 

ペラントのよい事はザメンホフが冷葉とゆう. J
技術の事よりもそれを通して全人類の綿まれ 

得る愛を根本とした事にあると思います。埃- 

太利のスキーで有名なティロル地方の主都イ 

ンスブルクに行った時，そこのエス會の一■人 

が家にお茶に來てくれとゆうので或る雨の午- 

後同家を訪ねました。中々の資産家らしいの’ 

ですが,暗い金髮のまだ少年うしい顏付のそ '

の同志は足が惡く松•糜杖をしよつちゅう使っ 

ています。エス語の文通を各國の人とするの 

を唯一の樂しみにしている樣でしたが,末っ 

子で不具なだけナ6父さんにも一番可愛がられ 

しかしお父さんは中々晩固でEsp•など判の 

わからぬものと頭からきめているとの事でし 

た。その為にも私を招んだらしいが,行くと 

兄さんやさんまで皆出て來て歡待してくれ 

音樂をしているとゆうと早速そこにある占い ・

けれど立派なピアノをあけて音樂による交歡 

力:始まりした。お父さんは大變音樂好きで兄 

さんの1人と私が連彈を始めるとハイドンシ 

ムフォニーの厚い譜をあけてあれも之もと注 

文されるのでした。あくる日私の宿へ松蔡杖 

を元氣について來た同志は昨日の私の訪問は 

大成功で兄も姉も俄然Esp.に興味を持ちた 

した事,殊にがんこやの父がすっかりエス黨 

になった事を語りました。私の歸った後でお 

父さんがゆうには日本人とすらすら話せるな 

んて大した事だ。そしてお前達2人の話すの （71）25



を見ていると單に話が通じるとゆうだけでな 

く何か前々からの知己がめぐりあった樣な腰 

い友が感じられるといわれたそうです。こ 

のお父さんは全く考えが變ったらしく,その 

後自ら自家用車を運轉してKusse die Hand, 
gnadiges Fi•をulein ! ”(お手に接吻を。尊敬 

するお孃樣.)とゆう古めかしいお行儀正しい 

サーヴィスぶりでティロルの秋杲色を見せて 

くれました。

チェツコの首府プラハでは前から私の行く 

科が通知されていた爲,準備もしよかったの 

でしょうが音樂會,遠足までしてくれその他 

連日連夜の接待が續いて,厂人々は貴方の身體 

を引裂いてしまうj——直譯すればこうゆう 

表現の仕方で家の女中が私の忙しさに同情し 

てくれたほどでした。然しこの遠足は野趣に 

みちた樂しいものでした。同地會長のシュス 

トルさんの,なまなかの日本人よりよほど美 

事な日木語に驚いたのも此の時でした。こう 

ゆう人は日本に招んであげたらどんなに喜ぶ 

であろうと思いました。又プラハの國民劇場 

でチェッコの誇であるスメタナの歌劇「賣られ 

た花嫁」を,當時フ•ラノ、Esp・界にその天才 

を矚望されて幾つもエス置の詩集を著はして 

いた同志が隣に坐り,ま孑幕あいにその次の 

幕に起るあらすぢをすっかり呑込ませ,上演 

中も他の妨げにならない稈度で一々セリフを 

譯してくれるとゆう到れり盡せりの說明っきゝ 

で見物した事も忘れられません。西洋でオペ 

ラを見て全曲のセリフが始めから終りまで判 

った事は之が只一度です。維納で難Iいワグ 

ナーのオペラをテキストと首つ引きで，その

くせ何を歐っているのやらてんで意味が判ら

ず,そろそろ頭痛のし出す頃は,よくこの厂

られた花嫁」の事を思い出しました。しかも 

それが私にはちんぶんかんのチェッコ語でそ 

んなにエンジョイする事が出來たのですから 

有難い事です。

其の他ブダベスト，バリ,ジュネーヴ,チュ 

, ヽ-リヒと到る處で親切な手から手に迎えられ

ました。又歸る時し維納の大會に來ていた 

紐育の同志が,私が多分戰亂の歐洲から逃れ 

て來るであろうと日本の船の着く每に問合わ 

26 (72) せて,私はこの思いがけない待ちびとに迎え

られて紐育に上陸しました。Esp-istoとはこ 

の樣に人のよい,外國からの珍客を迎えるの 

に實に熱心な人達です。同志達は私に是非あ 

る期間紐育に留まる上うに，それは日米間の 

感情をよくする爲にといって私をしきりに說 

きましたが,ヴィザの關係上駄目な事でしたか 

ら,それを斷って數日後箱根丸の出帆ととも 

に紐育を去りました。紐育のエス界は大體二 

派に分れインテリ派は親日,も一つの赤がか 

った派が反日なのだそうです。親日の親玉は 

コナーさんといって日本に來た事のある人で 

米國內の反日氣分を我がことの樣に口惜しが 

り,敦賀の港が大好きだといい,日本人ほど好 

ましい國民はないと口ぐせにしていました。 

貴女がこゝで少し話をしてくれゝば彼等は判 

るのだ,私がいっても米人であるお前に日本 

の眞相がわかるかと彼等はとりあげてくれな 

いと殘念がっていい,その為に私の放送の手 

績きまでちゃんとしてありました。米國くら 

い,また行ワそうな氣もします。その時はコ 

ナーさんの箱望にそう事にいたしまじよう。

維納がドイツになって以來集會の禁止で私 

はEsp.を話す折がなくなり國外旅行も殆ん 

どしなかったので紐育での私のエス語は再び 

怪しいものとなり,判らない言葉は相手にた 

ずねたずね話していました。私は話さないで 

いるとすぐ忘れてしまうので本當に賴りのな 

いエスペランチステイノです。維納へ來た當 

時は實際Esp.の恩を蒙ること莫大でそのく 

せ私は何も出來ず,いつもお世話になる土岐 

善曆先生に厂こんなにEsp.を利用ばかりし 

ながら何一つ恩返しらしゝ、事どころか流嶋に 

エス語を話す事さへ出來ず恥しい」とゆう意 

味の事を手紙に書いたら,お返事が來て「あ 

なたが方々でEsp.を利用して旅をされるそ 

の事がすでに世の人々によい宣傳になるのだ 

か以」とありました。之はそうかもしれませ 

ん。私は女で大した事も出來ませんが，何か 

の形でお役に立ちたいと思います。. 11
夏休みにスイスの家庭に招かれてかもしか 

や山羊や牛の放牧された綠の山の上でよい空 

氣を吸い,しぼり立ての牛乳や自家製のクリ 

ームチーズを同じく主婦が手ずから燒いたパ 

ンに塗って食べる美味しさ。小さいお茶呑茶 



碗ほどもある大きな鈴をガランガランとなら 

して牝牛が先頭に立ち,動物達がぞろぞろと 

我家に戾る夕暮,乾草の匂をかぎながら家の 

御主人と日本の樣子や又この町の歷史等を交 

互に語るエス語の散步。モツアルトの故鄕の 

ザルツブルクで全世界の人の集まる有名な夏 

のフェストシュピールを見にいった時,町中一 

足歩いて も “Saluton!”となつかしい挨拶 

の"きこえるEsp•運動の盛んさに嬉しい篤き 

を味わった事。又鳥の羽毛のついた帽子に革 

の半ズポンとゆういでたちの同志達が近くの 

山や湖を健脚にまかせてくまなく案內してく 

れた事等思い出はつきません。又書く折があ 

れば日記帳から面白い事を抢ってmulte ra
konti いたしましょう。

この寫眞は私の3年間の維納生活中一番世 

話になった家庭で，主人はDanubioとゆう 

維納エス會・のprezidantoです。この浏夫姊 

は初めよい宿がなくて困っていた私をきのど 

くに思い,よい下宿がみつかるまでその家に 

置いてくれたのが緣となり,彼等はウィンナ 

人换特の陽氣さと人情もろい性賀で私の外國 

生活を樂しくしてくれました。近くに下宿が 

みつかって引越した後も3-4日も訪れずにい 

ると私が病氣ではないかとすぐ奧さんが心配 

•して見に來るとゆう風で，每日の樣に遊びに 

いくうち此の人からウィンナ料理やお裁縫も 

大分敎わりました。子供がないので母きどり 

で厂こんなSUSS2S Maciel R本からよこして 

くれたエスペラントに私は感謝する」とよく 

いっていました。主人は將校なので私の維納 

弓腸以前にもう波闌の就粽へ召集されて行き

ました。奧さんは夫も私も急にいなくなるの 

で慰めようもない程泣いていました。嬉しい 

につけ哀しいにつけ我が事のように心をわか 

ってくれたこの奥さんの許に,無出で御主人 

の凱旋してくる日の近い事を祈っています。
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小坂狷二

諺集解義

12. —（a） Okulo de mastro pli ol beno 
de pastro, （b） Ne fidu fidelulon, fidu 
propran okulon, （c） Unu vido taŭgas 
pli ol dek aŭdoj.

（a）棟梁の眼（ーと日）は牧!師の祝福以 

上（間違い無し）。（b）忠實な人（の言） 

を信ずるよりや白分の目を信ぜよ。（c） 
一見は十聞よりも役立つ（百聞は一圮に 

如かず）。

【註］（a） mastro （家の）主人，（宿屋，店 

家の）亭主店主,（犬などの）飼主,（僕婢 

の）雇主,主人;主權者;（職場の）親方,楝 

梁。（b） propra 人のではない）自分自身

・め,（それ□身に）固有な。ノ ' ’

13. —（a） Pastron nutras pregejo, （b） 
Metio lacigas, metio vivigas・

l （a）牧師を敎會が養う（お經が讀めれ

ばこそ坊主で口がそ、げる）。b）職は 

身を疲らすが,職が身を生かす（■藝は身 

を助く）。（1173參照）
【註】（b） Metio （大工,靴屋などの手） 

職,技藝;metiisto 職人,metilernanto 徒弟 

（工丿。〔比較〕prefesio職業二

14. —（a） Mono plenumas ĉiujn ofi- 
cojn. （b） Plej certa laboro—laboro 
per oro. （c） Por la mono pastra 
prego, por la mono romp de leĝo. 
（d） Naskiĝu, edziĝu kaj mortu—ĉiam

28 （74） monon alportu, （e） Al tiu ĉio cedas, 

kiu monon posedas.
（a）金錢はあらゆる役をつとめあげる 

（萬事金が物を言ふ世の中）。⑹一番 

確かな仕事は黃金でやる仕京。（c）金 

を貰えば牧師も御祈福金をやれば法律 

も破れる（地獄の沙汰も金次第）。（d） 
生まれるにも,結婚するにも,死ぬにも 

-—いつでも金を持つて來い。（e）金を 
持って居る者には誰も從う。・也劉

*

【註】（a） plenumi Ia oficon 役（務め） 

を果たす,plenumi la promeson約束を果 

す,plenumi lian volon彼の意志を果す（彼の 

意志通りに望みを叶えてやる）。（b） For... 
••…をやって,を貰って（何と交換する）。 

Kompi la legon, la ĵuron, la promeson 法 

律誓い,約朿を破る。@）生まれよ,結婚 

せよ,死ねよ（然しその度每に2いつも金を 

持って來い（ = Kiam vi naskiĝos, edziĝos 
aŭ mortos, ĉiam alportu monon.）〔類例） 

Donu fingron al avidulo, li tutan manon 
postulas.二Se vi donos fingron al avidulo, 
li・・・慾張屋に指一本やってみろ（そうすれ 

ば）乎もすっかりくれろとぬかすぞ（庇を貸 

せば母屋をとられる）。Mensogu kion vi 
volas,，sed memoru kion vi parolas. 何でも 

云いたい噓をつけ（つくはかまわぬが）云った 

ことは覺;tて居よ。Labdu la maron, sed 
restu sur tero.海を参める（見とれる）のは 

かまわぬが陸上に居よ（君子は危きに近よら 

ず）。（e） cedi （ion） al iu讓步する,割讓す 

る，（議馆强要などに）讓る，負ける,（一步 

讓って人の說を）認める,（人の勸め,多數決 

などに）從う。

15.—（a） Apud plena manĝotablo ĉiu 
estas tre afabla, （b） Sako ne sonas 
—amiko ne konas, （c） Kiu havas 
oron, havas honoron, （d丿 Riĉulo ha
vas grandan parencaron, （e） Kiu 
havas nenion, estas nenio, （f） Venas 
profito—venas merito.



（a）御馳走が一杯並んだ食卓のわきで 

は誰も愛相がよい。①）財布が音を出 

さなくなると友人は知らぬ顔（金の切目 

が緣の切目）。（c）黃金を有する者は名 

譽を有す。（d）金持は親類が大勢ある 

（金がある所には人が寄る）。（e） 一文 

無しは一文の値打もなし（無一物は人で 

なし）。任）利益があれば値打があがる。

【註］Man^otablo 食卓,skribotablo デ 

スク,書き物（勉强）机。sidi ĉe la tablo食卓 

について（食事して）いる,机に坐って勉强し 

ている。（b） Sako袋,バッグ,鞄（の類）， 

monsako （=monujo）財布,mansako ノ、ンド 

バッグ〇 （d） granda parencaro = multaj 
parencoj •〔注意〕日本語では『家族が多い 

數が多い,高さが髙い，長さが長い』など云 

えど，此等は皆『大』卽ちS familio, la nom- 
bro, la alto, la longo estas granda.

■
16.—（a） Kiu domaĝas groŝon, per

das la tutan poŝon ・（b） Avarulo pagas 

duoble, （c） Patroj avaras, infanoj 

malŝparas・（d） Dio ne .ricevis, diablo 

forlevis ・

（a） 一文を惜むものは懷中をすっかり 

失う（一文惜みの錢失い）。（b）貪慾者 

は二借支拂う〇 （c）親父共が吝嗇すりゃ 

子供等は浪费する。（d）神樣の拒手に 

納まらず,惡魔がひろいあげて持って行 

ってしまった（惡錢は神へは行かず惡魔 

へ行く ;橫取り）。

【註】（a） Domaĝi （出し漩って）惜しが 

る，（失ったり,いためたりするのを）惜む, 

（失った又はいたんだ物又は人を惜んで）隣れ 

に思う,氣の毒がる:Ne domaĝu vian mo
non- 金などけちけちするな。Estas domaĝe, 
ke li malsukcesis en Ia ekzameno. 落第し 

たとはかわいそうに。CHamleto皇子が大臣 

Polonioを知らずに刺し殺してあとで日く）

Ha, tiun ĉi sinjoron mi domaĝas.やゝ,此 

のお方は氣の毒・な。〔注意］英語のdamage 
と混用するな。（b> avara吝嗇な,けちんぼ 

な，强慾な,avaruloしわんぼ,守錢奴,しま 

つ屋;avariケチケチする,切りつめる。〔比 

較〕avida （無暗に物を欲しがる）慾張った, 

貪慾な,飽く無き。（b） infano （大人に對し 

て）子供,幼兒（親に對して）子供（卽ち20 
箴、25歲のknabegoでも親から云えば矢張 

infano）。Ŝpari節儉する,節約する,（さす 

れば自然）貯蓄する（卽ち西洋語では05約』 

と『貯蓄』とは同觀念）。. J

17.—Petro komojn tenas, Paŭlo lak
ton prenas.

太郞兵衞が角を押えれば,次郞兵衞は 

乳を搾る（世の中は持ち合い世帶,協力 

協働）。 ・

］&_（a） Groŝon ŝtelis—ho, ŝtelisto! 
milojn ŝtelis—financisto, （b） Ŝteletis- 

ton oni batas, ŝtelegiston oni ŝatas・

（a） 一文を盜んだ——こいつ,泥棒奴! 

千离を盜んだ——大財政家だ。（a）小盜 

人は人がなぐる,大盜人を人は尊重する 

（錢を盗めば賊,天下を盜めば王）。

19.—（a） Por riĉulo fasto—por mal
riĉulo festo, （b） Pli bona io ol nenio, 
（c） A! malriĉulo ovo kiel al riĉulo 
bov 〇.

（a）金持にとっては斷食日（粗食）と思 

われるものも貧茗・にとっては祝いFI （御 

馳走）。⑹有は無にまさる。（c）貧乏 

人にー•個の卵は金持に一匹の牛の如き 

値打がある（たいしたもの）。

【註】厂asto斷食（絕食はせぬまでも宗敎 

の行事として肉などをやめる）精進（日）。

2〇.—（a） Rostita kolombeto ne flugas 

al buseto, （b） Vortoj sakon ne pleni- 

gas. （c）Ameno diablon ne forpelas, 
jd） Sen laboro ne venas oro. （e） Ne (75) 29



venos rato mem al la kato. （f） Ne 
gutas mielo el la ĉielo.

a） ローストした小鳩はお口へは飛ん 

で來ぬ（果報は寢て待っては來ぬ）。（b） 
言葉だけでは（口だけで働かなくては）• 

財布はふくらまぬ。（c）アーメンだけで 

' は魔除けにならぬ（口だけでは物の役に

立たぬ，立って働け）。（d）勞力無くし 

ては金は到來せず。（e）鼠が自ら（招か 

ずして）猫の處へは來ない。け）廿蹲は 

天より滴っては來ぬ（あいた口へ棚から 

ぼた餅は落ちて來ぬ）。

【註】（a） Kosti （一般に）肉や魚を火で炙 

る,（殊に）口ース燒にする。

21. —» Traflugis anĝelo preter 
orelo, （b Post brua vento subita 
silent 〇.

（a）天使が耳のそばをかすめて飛んで 

行って了った（卽ちあと方もなくシンと 

している）。（b）喧しい狂風がすんで急 

に靜寂〇

【註】いずれも『（ざわついたあとなど）シ 

ンとしずまり返っている』意。（a） traflugi 
のtraはその場所をこちらから向うへ飛びぬ 

けて去って行った意。 ・ ,

22. —Pluvo en Aprilo—por la tero 
utilo.

皿月の雨は地のこやし（何でも機宜を 

得おば爲めになる）。

23. —Komenco Aprila-—trompo fa・ 
cila.

四月初なら人をかつぐことはやさし• 

い（四月一日は噓言天下御免の『四月馬 

鹿』の口。時ときっかけによっては人は 

だましいゝ）〇

24. —Aprila vetero—trompa aero.

變りやすきは春の空（日本では『男心 

と秋の空』）。

25—（a） Mezuri laŭ sia metro, （b） 
Ĉion r.gardi tra sia persona vitro.

（a）自分の尺で測る。（b）萬事を自分 

の眼鏡で眺める（己を以て人を度る）。

【註】Metro （ア）（尺度の）1メートル， 

Cイ）物指し尺度。

26.—（a） Lernu una—vi scios mal・ 
juna. （b） Se Peĉjo ne semos, Petro 
ne rikoltos, （c） Kiu ne estis kapo・ 
ralo, ne estos generalo.

（a）若い時に學べ,そうすれば老年に 

なって物を知って居ることになる（少年 

重ねて來らず學成り難し）。（b）太ア坊 

（時代,卽ち若い時）蒔かずば太郞（成人 

になった時）收穫せず（蒔かぬ麥は刈れ 

ぬ）。（c）（嘗て）伍長でなかったものは 

大將になれぬ。 ・

【註】 但）のjuna, maljunaはいずれも 

estante juna （«Kiam vi estis juna）と補っ 

て解せ。主語viがjuna, maljunaである倉 

故形容詞形。

Eĉ savita （=eĉ se mi est s savita） mi 
estas jam nur ombro. （IT 8）.助けていた 

ヾいたにしても私はもうぬけ较も同樣の 

身。

Juna kaj sana, de nenio ankoraŭ sen
fortigita kaj lacigita, per ĉiuj siaj fortoj 
deziranta laboron, Marta akceptis almozon. 

（M103）うら若くすこやかで,まだ別に力

を失い困憊させられたわけでもなく，力の 

限り仕事をさがしている身であり乍らマル 

夕は人のほどこしを受けたのであった。

（- Kvankam ŝi estis juna kaj sana, …）

Senhava mi & tien venis, senhava mi 
foriras. （Rt122）無一物て•こちらへ參った 

のでがす,無一物で出て行きますだ（=凶 

estis senhava, kiam mi venis …）



三宅史平

再歸代名詞•補足語

たたしい文章の作りかた

2

6 .
接續詞と前18詞と

!片號tこひきつづき,問題2
n.私と弟とは公園を散步しました。 

b 私は弟と公園を散步しました。

の譯文,

a. Mi kaj mia frato promenis en 
la parko.
b- Mi promeni s en la parko kun 
mia frato.

について說明いたし主しよう。

aについては,§4で,すでに述べたところ 

を,もう1度くりかえし,もすこし,くわし 

く說明Lますと,Miもmia fratoも,どち 

らも平等の資格で，promenis en la parko 
とゆう行動の主人公となるものでありますか 

ら,ふたっとも，この文の主部に入れました。 

そのために，Miもmia fratoも主格にしま 

した〇

それは.主格とゆうものが,その形は,名 

詞あるいは代名詞のはだかのままの姿であり 

ながら,實際は,§1に述べましたとうりかそ 

れ自身のなかに,日本語の「テニオノ、」の 

rガ」またはrノ、」の藏味を含んでいるからで 

あります。 ・

そして,Miとmia fratoとを，平誓の資 

格のものとして.並べるためには，kajとゆ 

う接續詞でつなぎます。

接續詞のくわしい說明は,ここには,はぶ 

きますが,一般的にいえぱ,單語と單語,句 

と句,文と文とをつなぐ役目をもつ助辭〔語 

根と語尾とにわけられない單語）であります。

そのうち,kajは，いわば,算術のフ•ラスの 

しるしのようなのであります。これをはさむ 

まえの單語とあとの單語とは,文法的役割に 

おいて,おなじ性質のものでなければなりま 

せん。名詞（または,,それの代理である代名 

詞）と名詞（代名詞）と，形容詞と形容詞と. 

副I习と副詞と,動詞と動詞と，また,おなじ 

名詞でも,主洛と主格と,目的格と目的格と, 

動詞では,不定法と不定法と,直說法と直說 

法と;さらに,文と文と,句と句と•單語と 

單語とゆうように。 、

つまり,算術で,1尺と2 メートルとを, 

いわんや3 メートルと4グラムとを+で. 

加えあわすことができないとおなじよ勺なも 

のであります。

そこで,Mi kaj mia fratoを算術の式であ 

らわすと,

Mi kaj mia frato 
=Mi 十 mia frato
=私は十弟は 

=（私と弟）は

=私と弟とは 

となります。

ところ力:，bのほうでは，Miとmia frato 
との關係はフ•ラスの關係ではありません。こ 

こでは,Miはmia fratoに對して,ある意

味で,画きかけています——厂つれて行く」と 

か,厂ついて行く」とか。

こうした働きかけの關係をあらわすために 

は,一方を目的格か,前置格かにしなければ 

なりません。目的格にするか，前置格にする 

かは,働きかけかたにより,また，働きかけ 

る行動の性質によってかわります。

前置格とは,§5で述べましたとうり,この 

講義にかぎっての約束として，「前置詞+各 

詞」の砂に與えた名まえでありますが,その 

前置格を作るにあたって，どんなれ置詞を選 

ぶかも,うえとおなじような原因で決走され 

ます。

さて,問題2, bのばあいでは,厂つれて行

く」とカ、,厂ついて行く」と力、,つま餌 自分 

の行動に「くっつけておく］意味の 刖直詞

kunをもちいました。

前置格になりますと,その單語がそのうち

にもっていたrガ」とか厂ノ、」とかゆう意味 （77） 31



は,もうなくなります。ーーとゆうことは， 

mia fratoは,主部にはいる資格をうしなっ 

たとゆうことになります。そこで，これは, 

自然,述部にはいるわけであります。・ 

主部 述部

a. Mi kaj し 
mia frato / promenas 

en la parko.
Mi promenas

en la parko 
kun mia frato.

7
再歸代名詞

さて”つぎには,なぜ,主部と述部との區 

別をはっきりつける必婆があるか,その理由

のひとつを擧げることにします。

その例として,間題2をすこし變えた問題

を出しましょう。

問題3 a.彼と彼の弟は公園を散

步しました。

b.彼は彼の弟と公園を散步しま

ところが，これを,A自身の弟ととれば, 

b2 Li promenis en la parko kun 
sia frato.

としなければならなくなります。このばあい 

日本蕾でも,「彼は,自分の弟と……」とも言 

います。すなわち,厂自分の」が81aとなるの 

であります。このことは,日本人にとっては 

のみこみやすいわけであります。.けれども・

H本語では,厂自分の」とゆう言葉がありな力: 

ら,こうしたばあい,「彼の」とも言うことが 

ありますが,エスペラントでは，このばあい 

に，liaを用いるわけに絕對にまいりません。 

また,かなりずしも,「自分の」=siaとはかぎ 

らないばあいが出て來ます。それらについて 

は,日本語にはしっかりした規則がありませ 

んから,エスペラントに譯すばあいには,似 

文に拘泥せず,ただしい規則にしたがわなけ 

ればなりません。

その規則を文章にすれば,つぎのようにな 

ります。

主部が,第3人稱代名詞でいいあわわ

されるものであるばあいは.これを,

した。 述部で代表するものは再歸代名阔であ

これを飜澤しますと,aはわけなく,

a. Li kaj l a frato promenis 

en la parko ・・

となります。Miをしiに，miaをliaにお 

きかえただけであります。

とこみが，むは,こう簡單にまいりません。 

どう譯せばよいか。そのまえに,この問題の 

意味を,まず確かめなければなりません。

とゆうのは,bにおいて,「彼jをかりにA 
と名づけます,すると,「彼の弟」とゆうのは 

Aの弟のこと力'，これとも,ほかの,たとえ 

ばEとゆう,もひとりの厂彼」の弟カ、わか 

りせん。これは,實際問題にあたれば，まえ 

あとの關係で,どちらカ懈るはずであります 

が.これだけでは，解りませんから,かりに 

Bの弟ととることにしましょう。すると,譯 

文は

bj Li promenis en la parko kun 
lia frato.

'32 (78) でよいのであります。

る。

この再歸代名詞とゆうのがsi (siaはsi 4-a)
の名まえであります。

第3人稱代名詞とは,li, ŝi, ĝi, iHのこと 

で,これでいいあらはされるものとは，結局

第1人稱と第2人稱との代名詞，すなわち, 

mi, vi, niをのぞいた,すべての名詞および

代名詞とゆうことになります。

この規則を逆にして

再歸代名詞とは,述部にあって,第 3
人稱代名詞にかわり,主部を代表する

ものである。

とゆう定義を與えることができます。この2 
っからして,つぎのように言うことができま

す。

再歸代名詞は主部となることヵ;できな 

い。
きわめて特段の例として,主部へ再歸代笛 

詞をもって來たものもありますが，それは問 

題にしないで，ここに言ったことを,そのま 

ま，鵜のみにしていただいてよいのでありま



す。

たとえば,

Li kaj sia frato promenis en la parko. 
とは,絕對に言ってならないのであります。

8
補 足 語

さて,まえの章でのべたところによって, 

それらの譯文を,主部と述部とにわけてみま 

しよう。すると，

主部 述部

2. a. Mi ]
kaj [ f promenis

mia fratoj en la parko・
3・ a. Li )

-• kaj — promenis
lia frato 丿 en la parko・

2. b. Mi -*  promenis
en la parko 
kun mia frato.

3・ b・ しi -♦ promeni s z
en la parko 
kun sia fraton 

となります。

こうして，分解してみますと，一層はつき 

りわかりますが，接繽詞のkajは，Miとmia 
fratoを,Liとlia fratoとを，しっくりっ 

なぎあわせて,1かたまりにするに反して, 

前置詞kunのほうは，そのあいだに,なにか 

の關係力:あるとゆうことを示すだけで,兩方 

を，しっかり結びつけてはいません。むしろ 

それは,Mi promenis, Li promenis の 厂お 

そえもの」のように見えます。

そうです。b.にあっては,kun mia frato, 
kun sia frato は promenis の 厂おそえも 

の」にすぎないのであります。これは,いま 

まで，すこしもふれなかったen la parkoと 

まったくおなじ資格の厂おそえもの」にすぎ 

ないのであります。

すなわち,kun mia (sia) frato と,en la 
Parkoとは，どちらもpromenisとゆう行動 

が,どこで，どうゆうふうにおこなわれたか 

とゆうことを說明して,それの意味を補うだ 

けの役目をするために,入れられたものにす 

ぎません。

こうした役目をするものを補足語(kom
plemento) と呼ぶことにいたしまLよう)ひ 

ろく補語とも呼ばれておりますヵ;，厂ホゴ」と 

ゆうよりも厂ホソクゴ」と言ったほうが,耳 

にとまりやすいですから。

さてa.にあっては,Miやしiと轡をなら 

べて,promenisの主人公であつ 花形,mia 
fratoやlia fratoは,b.では,あってもなく 

てもよいくらいの,en la parkoとおなじ厂!

そえもの」の地位におちてしまいました。こ 

のばあい，en la parko 力:，kun mia (sia) 
fratoとまったくおなじ資格であることの證 

據をひとつ示しましょう。

それには，厂公園」とゆうかわりに厂庭園」 

とゆう言集をもって來ましょう。これが厂公

園」とまったくおなじ資格のものであること 

は，ゆうまでもないことでしょう。、

「庭空」にしますと,厂私の庭園」,厂彼の庭

」とゆうふうに持主があります。そこで, 

問題Zでは厂私の庭園上問 3では「彼

の庭園」とゆうことにしましょう。すると," 

その譯文は

2く a・ Mi kaj mia frato promeni» 
en mia ĝardeno.
b・ Mi promenis en mia ĝardeno 
kun mia frato.

3'・ a・ しi kaj lia frato promenis en 
lia ĝardeno.
b・ しi promenis en sia ĝardeno kun 
sia frato.

となり,3' b.において,ĝardenoの持主がsia 
になることは,fratoのばあいとまったくおな 

じであります。

1. 私は山田の弟と彼(山田)の庭園を散步 

しました。

2. 私と山田の弟(B)とは,彼(B)の庭園 

を散步しました。

3-山田の弟(B)は,彼(B)の兄と彼(B)
の庭園を散步しました。 (79) 33



EL NOVAĴOJ
Kiel traduki ĵurnalartikolon 時事文硏究

JUBILEA EKSPOZICIO DE BELARTOJ 
"Okazigotaj en Du Periodoj en Aŭtuno 

“ Bunten M ne Okazos

Koncerne de la ekspozicio de 1 elartoj, kiun la

明秋二會期に分け 

記念の大美術展 

文展は一年お預り

皇紀2600年を期して明秋

registaro intencas okazig. por la memoro de la 
2600-jara jubileo, la Ministerio de Edukado kaj la 
Oficejo por 2600-jara Jubileo, post konsiliĝoj inter 
si, decidis arangi tiel ke la aŭtuno de la belartoj 
de la brilanta Jaro estu pli pompa.

Nome, anstata! okazigi la kutiman Bunten (Eks- 
poz cio de Belartoj sub Ministerio de Edukado), oni 
organizos en la venonta aŭtuno grandskalan nacian 
ekspozi ion de belartoj sub la komunaj aŭspicioj de 
la Oficejo por la Jubileo kaj h Ministerio de 
Edukado. Se eble, oni havos ĉirkaŭ la 27-a unuan 
kunsidon de jenaj membroj: s-ro Utadi, la direktoro 
de la Oficejo por Jubileo, kaj reprezentanto de Ia 
Societo por Jubileo, kaj, el la Ministerio de Edukado, 
s-ro Oomura, vicministro, kaj s-ro K・ Sekiguti, la

開かれる政府主催の美術展覽 

會に就ては,かねて文部省と 

祝典事務局の間で打合中であ 

ったが,この光輝ある美術の

秋を一層絢爛ならしめるた

め,明秋は恒;例の文展を中止,

その代り祝典邛務局と文部省

共同主催の下に國家的大美術

綜令展を開催することに決定 

出來れば年內來る27日頃に 

祝典事務局の歌田局長及び奉 

祝會側と文部省大村次官,關 

ロ專門翠務局長並に細川護立

單語 jubilea週年祭の 

ekspozicio 展覽會

belarto美術okazei開他す

る periodo 期 koncerne de に
して re^is/ar'0 政府 intenci

企てる por la memoro de の 

記念に Ministerio de Edukado

註 これは原文どうリに鐸 

すと非常にごた,つくの

で，原文をいくつものgrupoj
に區切って課した。その結果, 

原文と課文とでは,いろいろ 

のちがいができた。たとえば,

34 （80） 瓯文では厂明秋開かれる政府

文部省 Oficejo por 260〇-]ara 
Jub：leo 二千六百年祝典事務 

局 konsififo 相談 aranĝi 
手はずをつけるpompa華麗 

な nome卽ちkutima 恒例の 

organizi 紐織する grand-skala 
人規模の naciŜ 國家的

主催の」とゆうのを,【明秋」 

をやめ（これは,下に出て來 

るのと反復を避けるため）， 

厂政符が開こうと企てている」 

とし,厂かねて... 打合せ中で

あったが」を單に厂協議のの 

ち」とした。konsiliĝo inter 

komuna 共同の aŭspicio 庇;® 

kunesido 僉合 direktoro (用) 

長 re^prezenfant'0 代表者 

Societo por Jubileo 奉祝會 

vicrministro 次官 departemento 
局 faka 珈門の konsiranf〇 
顧問 markizo 侯爵 vicgrafo

si厂お互のあいだの相谈」J恒 

例の文展を中止,その代り」 

を厂恒例の文展を開く代りに」 

（と，□本語でいえば，「開く 

ペきを開かずに」とも「開かぬ 

はずのところを開いて」とも 

とれるが,anstataŭだと 開



侯,岡部長景子,正木直彥氏,淸 

水帝國藝術院長,松浦皴次郞 

氏等美術最高顧問,更に岡田 

東京府知事とが第一叵打合せ 

會を開く浚定である。この第 

一回打合せ會に於てヨ綱を決 

定して更に次の段階に進むわ 

けであるが,政府の企圖する 

ところ•力;，從來幾度か目扌旨L 

て成らなかった全美術界綜合 

の大展陰會にあるので,愼运 

な態度を持して帝國藝術院會 

貝及び有力團體と交涉の上具 

體策を樹立するものと見られ 

るが，大展迸會は會期を二期 

に分ち,例えば日本畫と工戳? 

洋畫と彫刻とゆう風に行って 

壁面を從殊のま展の二倍に使 

用,以て豪華なる2600年の 

大綜介美術展を現出しようと 

している。

—■東京朝日——-

direktoro de la Departemento de Faka Edukado, 
kaj ĝiaj altaj konsilantoj pri be*artoj,  nome, markizo 
G. Hosokawa, vicgrafo T. Okate, s-ro N. Masaki, 
s-ro T. Simizu, la prezidanto de la Imperia Be arta 
Akademio, kaj s-ro T. Matuura, kaj 'ro Okada, la 
prefekto de la gubernio Tokio.

Post tiu ĉi kunveno, ĉe kiu oni decidos ĝeneralan 
principon de la projekto, oni stirpa ŝos la sekvantan 
etapon. Tこmen, ĉar la celo de la registaro troviĝas 
en la organizado de ĝenerala ekspozicio ampleksanta 
la tutan kampon de belartoj, en kio la registaro 
neniam ĝis nun sukcesis malgraŭ plurfojaj provoj, 
ĝi tenas sin singarda, kaj tial supozeble ĝi starigos 
konkretajn detalojn nui*  post traktoj kun la membroj 
de la Imperia Belarta Akademio kaj aliaj potencaj 
institucioj de belartistoj・

La registaro deziras aranĝi la ekspozicion en du 
periodoj, ekzemple, la unua periodo por la japan
stilaj pentroartoj kaj belmetiaĵoj, kaj la alia por la 
eŭropstilaj pentrajoj kaj skulptaĵoj, por ke oni pro- 
vizu sin per duobla spaco de la galerio, kaj per tio 
estigu imponan aspekton al la ĝenerala ekspozicio 
de belartoj de la 2600-a jaro. .

—Toky〇 Asaki, 24, dee.—

*

子爵 Imperia Belata Akademio 
帝國美術院prefekto知事 

gubernio 府,縣 ĝenerala 一般 

的の principo 原則 projekto 
案siK‘p8計 齬上るetapo段 

階ampleksi包含するkampo 
分野sukcesi成功するpカド・

かずに」 だけの意味である）Q 

sub aŭspicioj de ~主催」（一後 

援」の意味にもなるが,普通 

にゅう|後援」はsub la pat・ 
ronadoとする力ヾよvヽ）〇 direk
toro 厂管理者」,厂理事」など 

の課があるが,各省のL局長」 

foja幾回ものteni sin身を持 

つsingarda用心したsupozi 
ebl'e多分konkreta具體的の 

detalo 細 目 trakto 交涉 potenca 
勢力あるinsitucio 團體 

japanstila 日本風の pentro-
arto （=r pentrajo） 繪畫

などにも便う。厂顧問」はkon・ 
silantoとしたが,一殷團転の 

知名の人の名義だけのi顧問」 

は patrono がよい。gubernio 
「縣」。邑し厂府」を「縣」と區別 

する必耍のあるときはĉefr- 
gubernioとでもすればよい。 

metfapo 工英品 skulptaj'〇 彫 

刻provizi用意さすspaco空 

間galerio畫廊esfi^iあら 

せるimpona堂々たるaspeko 
外觀

ĝenerala principo 厂一般的原 

則一,厂大綱」。aranĝi匚準備す 

る_（厂開催する」には,organizi, 
okazigi, prepjri, いろい ろ使 

うことができる。それぞれに 
幾分のちがいがあるが）.p 0- 
vizi〜n per •一厂〜・こ——を 
供給する」〇 (81)35



RRE-TOMATI。KRESKANTA ⑸

MAKSIMOJ
DE LA ROCHEFOUCAULD

El a Pripensoj aŭ Se比,encoj kaj Primoraj Maksimoj ”

2. Memamo estas plej granda el ĉiuj flatuloj.
22. Filozofio facile triumfas super estintaj kaj estontai 
malfeliĉoj, sed la estantaj triumfas super ĝi.
25. Oni bezonas pli grandajn virtojn por elteni la bonan 
sorton ol la malbonan.
26. Nek la sunon, nek la morton oni povas fikse rigardi・
2& La ĵaluzo estas iel justa kaj prudenta, ĉar ĝi celas nur 
la kon servon de bono, kiu apartenas al ni, aŭ kiun ni 
opinias apartena al ni; kontraŭe la envio estas ia furiozo, 
kiu ne povas toleri la' bonon de la aliaj.
42. Ni ne havas sufiĉan forton por ĝisfine sekvi nian 
prudenton- ノ

5〇. Tiuj, kiuj opinias sin meritplenaj, rigardas la mal
feliĉecon kiel honoron, por persvadi la aliajn kaj sin mem, 
ke ili indas ricevi Ia batojn de la sorto・
69. Se ekzis tas amo pura kaj neniel miksita kun nia aliaj 
pasioj,只i estas tiu, kiu estas kaŝita en la fundo de koro, 
kaj kiun ni mem ne konas.

La Rochefoucauld, Duko de*  (la losfuko) (1613-80) estas franca 
politikisto. En sia juneco li partprenis en la konspiro kontraŭ 
kardinalo Richelieu. Li grave vundiĝis en la interna milito de 
Fronde kaj retiriĝis en sian kaste on, kie li, forlasante la politi 

Per tiu ĉi verko li estas 
estas eldonata de la

ラ•ロシュフーコ

格 言

自己愛。阿諛者 

哲毋。凱歌を奏す

徳。堪える

運

じっと

嫉妬。正しい

保持。所屬する

羡望。狂暴

堪える 

最後まで 

思慮

功績ある

說伏せる

價値ある。打聲。 
運命

混じった

情然

政治家。險謀 
樞機伯・〇リシ上りユ

ー。內亂 
フロンド黨。引退 

する。城 
實理主義者

kistan vivon, verkis Maksimojn (1665). 
konata kiel utilisto. La esperanta traduko 
librejo Feliz Alcan, Paris, 1935.

22- esfinfa 過去の，est'ant'a 現在の， 
は• esfont^a 未來のア〔estint（ec）〇. estant
ece）〇, eston t （eĉ） 〇過去,現在,未來3。28・ 
justa （おもに行いが）正義に協った,〔言usta 
（眞理,目的などに）ちょうど當てはまった，

> 36 （82） prava 〇もに意見,態度などが）厘實に協っ

た,もっともな］；jaluzo妬み,やきもち（自 

分にもあるものについて.）enviĴ美やみ（自 

分にないも•について）。5〇. persvadi （いや 

おうなしに）說き伏せる,〔konvinki •（理づめ 

に）納得させる）。84- maPfidi相手に區買 

を認めぬ，〔dubi爭實あるいは眞賓かどうか



をあやしむ,suspekti惡いことがあるのでは 

ないかと疑う〕。!15- sen ke ......すること

なしに。16〇.163- ago （なされる）仕事や活 

動そのもの，しわざ,konduto行動のしかた， 

しぐさ。!63 solida （石のように）固い，が 

っちりとゆるがぬ,〔26. fikse （根が生えたよ

種類

複寫拘

耳Ŭしい〇疑う〇あ 
ざむかれた

74. Estas nur unu speco de amo, sed estas mil malsamaj 
kopioj de ĝi,
84. Estas pli honte malfidi siajn amikojn, ol esti tromp让a 
de ili.

趣昧。血氣

慣れ

氣前よく 〇助音

無意畿に

意識する

抵抗する

109. La juneco ŝanĝas siajn gustojn pro la sangardo, kaj 
la maljuneco konservas la siajn pro la alkutimiĝo.
110. Nenion oni donas tiel malavare, kiel siajn konsilojn. 
115. Estas tiel facile trompi sin mem senkonscie, kiel mal
facile trompi la aliajn, sen ke ili tion konscias.
122. Ke ni rezistas niajn pasiojn, tion kaŭzas pli ilia mal
forto, ol nia forto.
138. Oni preferas diri pri si mem malbonaĵon, ol tute ne 
paroli pri si.

普通

おもねる

害を及ぼす

懿々たる。行爲

結果。計劃

行い

動機

尊敬。窩潔な人

星〔註參照3
精神

豫見する

146. Kutime oni laŭdas nur por esti laŭdata^
152. Se ni mem ne flatus al ni, fremda flatado ne povus 
nin malutili.
16〇. Kiel ajn brilega estas ia ago, ĝin oni ne devas rigardi 
granda, se ĝi ne estas rezulto de granda projekto.
163. Grandega nombro da kondutoj ŝajnas ridindaj, dum 
ties kaŝitaj motivoj estas tre sagaj kaj tre solidaj.
165. Nia merito altiras al ni la estimon de la nobluloj, kaj 
nia stelo tiun de la publiko.
174. Pli bone estas uzi nian spiriton por elporti la mal
feliĉojn, kiuj okazas al ni, ol por antaŭvidi tiujn, kiuj povas 
al ni okazie

恒常性 176. Estas du konstantecoj en amo: Ia unua venas de 
tio, ke oni senĉese trovas en la amato novajn motivojn 
por ami, kaj la alia venas de tio, ke oni metas sian 
honoron en la konstantec〇.

藝む 186. Oni ne malestimas ĉiujn, kiuj havas ni^virtojn, sed 
oni malestimas &ujn, kiuj havas neniun virton.

うに）動かず，じっと:）。165. stelo遅命の星 

f幸運。218. respekto C外にあらわれた）敬 

窓,〔165. estimo （心のなかにひそんだ）尊 

敬;）。312- kaŭzo （結果に對する）原因，〔163. 
motivo （事件をひきおこす）動機〕.，342- spi・ 
rito C物質に對立して意店,性格を持つ）稱 ¢83）



191. Oni povas diri, ke la malvirtoj atendas nin, en la 
vojo de la vivo, kiel hotelmastroj, ĉe kiuj necesas vice 
logadi; kaj mi dubas, ĉu la sperto evitigus ilin de ni, se 
estus al ni permesate iri duafoje la vojon.

ホテル業者

宿る。經驗。涯け 
さす

20〇. Virto ne irus tiel malproksimen, se ne akompanus 
vanto- ・

iu ŝajnas saĝa, t o estas nur, ĉsr Eaj frenezaĵoj estas
207. La frenezo sekvas nin en ĉiuj tempoj de Ia vivo. Se 狂朮

proporciaj kun liaj a^o kaj situacio.
20& Estas naivegaj homoj, kiuj konas sin, kaj lerte uzas

釣合った。地位

僕訥な

sian nai vegon-
217. La maltimo estas eksterordinara forto de la animo, 大膽。精神

kiu levas ĝin super la konfuzoj, perturboj kaj emocioj, 混亂。攪亂。感動

kiujn Ia vido al grandaj danĝeroj povus eksciti en ĝi, kaj 危險 

per tiu forto la herooj tenas sin en trankvila stato, kaj 
konservas la liberan uzadon de sia prudento en la plej

al virto.

mirigaj kaj teruraj akcidentoj.
218. La hipokriteco estas respektego, kiun malvirto faras

災禍

僞善。崇敬

25〇. La vera elokvento konsistas en tio, se oni diras ĉion 雄辯

necesan, kaj nur la necesan.
258. La bongusto venas pli de la saĝo, ol de la subtilo- 好趣・〇-繊細さ

2？〇. La akirita honoro estas garantiaĵo de la akirota. 抵當

294. Ni ĉiam amas tiujn, kiuj admiras nin, kaj ne ĉiam ni 讚美する

amas tiujn, kiujn ni admiras.
296. Malfacile estas ami tiujn, kiujn ni ne estimas; sed
ne malpli malfacile estas ami tiujn, kiujn ni estimas multe 
pli ol nin.
309. Iaj homoj estas destin让aj por esti stultaj; stultaĵojn 
ne sole ili faras pro sia decido, sed ankaŭ trudas al ili la

運命づけられた。 
愚鈍な

おしつける

sorto mem.

神，魂,koro （感情をもつ）心,〔217. animo （肉 

55と對立して道德,宗敎を持つ）精神,蠶:）。353・ 
malsaĝulo （利害得失の判斷力のない）おろか 

者,stultulp （是非蓉惡を知らぬ）たわけ者，

38 （84） 〔42. prudento 思慮分别人 355- natura 自然

に備った 天性〇,lernita敎えられた,敎養

による;kaj maleさもなくば。404. talento
（持って生れた）天分・才能,lerteco （熟練に

よって彳芋た）巧み;certa確實でゆるがぬ， 

perfekta完全で級けたところのない;lerteco



（熟練によるとはいえ,身について,ほとんど 

天性になったように,うちから出て來る）う 

まさ,上手,arto （小手さきなどの）技術,ね 

ざ,技巧,（自然に反した）人工。426. kont
raŭa （對立して）相反した〔mala （比較して）

退屈する 312. La kaŭzo, kial Ia geamantoj ne enuigas kunestadantet 
estas, ĉar ili ĉiam parolas pri si mem.
317. La malfeliĉo ne estas granda, se oni faras servon al

恩知らずの。恩を 
受ける

sendankaj, sed 女i estas neelportebla, se servon oni ŝuldas 
al malhonesta homo.

缺點。信じさせる 327. Ni konfesas malgravajn difektojn nur por kredigi, ke 
gravajn ni ne havas.

口調。母國 342. La tono de la naskiĝa lando restas, en la spir让io kaj 
en la koro, same kiel en la parolo.

優れた。利用する

• •

343. Por esti supera homo, oni devas scii profiti sian tutan 
ŝancon.

同窓見者 347. Preskaŭ neniun ni opinias saĝaj, krom niaj samopini- 
anoj.
353. Nobla homo povas enamiĝi kiel malsa女 111〇, sed ne 
kiel stultulo.

性質。退化する

完全な

儉約な

財產。信賴

親切心

365. Iaj bonaj kvalitoj degeneras en malvirtojn, se ili estas 
nur naturaj, kaj aliaj ne ĉiam estas perfektaj, se ili estas 
lernitaj: necesas, ekzemple, ke la prudento igu nin ŝparemaj 
pri nia havo kaj nia konfido; kaj male, necesas, ke la 
naturo donu al ni bonkorecon kaj kuraĝon.
373. Estas iaj larmoj, kiuj nin mem ofte trompas, post 
kiam ili trompis la aliajn.
404. Ŝajnas, ke Ia naturo kaŝis en la profundon ĉe nia 
spirito iajn talentojn kaj lertecon, kiujn ni ne konscias; 
sole la pasioj rajtas malkaŝi ilin, kaj kelkfoje doni al ni

思いつŜ

技巧 ・

iajn ekpensojn pli certajn kaj perfektajn, ol kiom povus 
la arto-
409. Ofte ni hontus niajn plej belajn agojn, se la mondo 
vidus ĉiuj motivojn, kiuj naskas ilin.
426. La ĉarmo de Ia noveco kaj la longa kutimo, kiel ajn

缺點 kontraŭaj ili estas, egale malhelpas al ni rimarki la mank-

逆の3。433• ke …kvalitoj は Tio と estaa 
のあいだに入れて考える。462・de kiuj... 
liberaj自分にはないとおもっている（缺點）。 

473. malofta, oftaは,飜譯的日本語では厂ま

れな」厂しばしばある」でちるが,本來の日本 （85） 39



ojn de iliaj amikoj・
432. Ni iel partprenas en la noblaj agoj, se ni laŭdas ilin 
sincere.
433. Tio estas la plej vera signo, ke oni naskiĝis kun 
grandaj kvalitoj, se oni naskiĝis neenviema.
435. Hazardo kaj humoro mondon regas・
44〇. La kaŭzo, kial plimulto el la virinoj estas malprofunde 
frapita de la amikeco, estas ke gi estas sengusta, kiam oni 

偶然。氣分

打たれる。無味か

spertis amon.
442. Ni provas paradi per la mankoj, kiujn ni ne volas 見せびらかす

forigi.
445. La senvolo estas pli kontraŭa al la virto ol la mai- 無意志

virto. ， •
458. Niaj malamikoj en siaj juĝoj pri ni proksimigas pli 
al la vero, ol ni mem・
462. Tiu sama orgojlo, kiu igas nin mallaŭdi la mankojn, 
de kiuj ni opinias nin liberaj, instigas nin malŝati la bonajn 
kvalitojn, kiujn ni ne havas・
473. Kiel ajn malofta estas la vera amo, ĝi estas ankoraŭ■
pli ofta ol la vera amikec〇.

479. Nur la homoj, kiuj estas firmanimaj, povas havi efek
tivan mildecon: Tiuj, kiuj ŝajnas mildaj, ordinare havas 
nur scnvolon, kiu facile fariĝas kolerakrec〇.

501. La amo, kiel ajn agrabla ĝi estas, plaĉas nnkoraŭ pli 
per la manieroj, kiel ĝi montriĝas, ol per si mem.
503. La ĵaluzo estas la plej granda el ĉiuj suferoj, kaj tiu, 
kiu malplej kompatigas la personojn, kiuj ĝin kaŭzas・

—Trad. de G. Waringhien—

傲慢

しむける

稀れな

友情

意志!®固な

溫和

憤激

樣式

G. Waringhien {varengiev) estas franca licea profesoro;lingva 
komitatano; kunaŭtoro de u Parnasa Gvidlibro M (1932), kaj u Plena 
Gramatikov (1935), ambaŭ kune kun K. Kalossay, kunlaboranto al 
«Plena VortaroM de SAT (1930). • . "讀

語では，こんなばあい，「おういよ厂すくない」 ておくとよい。501-pli per. •. per sin mem

とゆうから,こうしたばあひ，これをエスペ 

ラントに譯 すときには,multaj, malmultaj 
40（ヽ86） とせず,oftaj, maloftajとすることをおぼえ

（愛）そのものよりも愛の示される樣式の方 

が（よけい氣に入る）,愛の木質よりも腕の形 

式。
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訪伊飛行の「大和」で

ENITヘメセージ

國粹義勇飛行隊長徒川氏に托して

日本タイ國定期航空路開設準備飛行をかね 

て，親善の農をイタリーまでのばし,12月23 
日朝東京飛行場を出發＞ 1萬5千キロの空を 

ローマにむかった大和號に載せて,日本エス 

ペラント界からのメセージがイタリーの觀光 

宣傳機關ENIT總裁あてに送られた……

この飛行機に,イタリー氏間航空界の視察 

と親善のために,國粹義勇飛行隊長彼川良ー 

氏が,溶謀杉浦,吉松兩氏を從えて同乘,灿 

裁軍大臣,永井遞信大臣らから,ムソリーニ 

氏その他あてのメセージを携えて出發された 

ことは各新開紙に報道されたが，學會でも同 

隊靑木氏の好意ある慫懣によリ,ENIT總裁 

あてのxセージを扌Eした。

ENIT——イタリ-の國策觀光機關Nacia 
Korpora cio por Turisma Industrio----- は，

ラジオに,觀光案內•書に,世界の官公機關中 

もっとも活潑にエスペラントを利用している 
ので,學命は日本エスペランチストの：にお 

いて,これに敬意を表することとしたのであ 

る。メセージの內容は,この琥に載せたとう 

りである。

"Rondo，，寫眞材料

東京麴町の寫區材料商 

山下友治郎商店で發盛し 

ている三脚臺|マルペ一 

ザニ,セルフダイマー厂ラ 

ピーダIについては,ず 

っと以前紹介したことがあるが,そののち,同 

店で發賣qファイング-,暗室盘球,フ-r, 
そのほか,おうくの商品には,厂ロンド」とゆ 

う名が付けられ，同店の店員は,すべて,こ 

の商標のついた記章を佩用している。

SUR LA ĴURNALISMO
•し ・• 新聞錨储とエスペラント

中外商業!2.18.・厂天長の住節を卜して二 

千百年奉祝エス語大會・皐祖發祥の地に近き 

宮崎市で」----第28回日本エスペラント大讦

について,4段拔きで報道。

してある。

Current of the World !丿J號厂日本英 

文學會大f?聽聞記——S・N・生」のなかに,瞋 

打格の市河三喜氏の满演のうち,最も興味を 

ひいた として Jespersen と Zamenhof ・との 

動機について觸れたところがあげである。

靈灣婦人界 12月號「女の由來記- 惠留 

多捨郎」 Fundamenta Krestomatio から 

"La deveno de la virino M を譯し,あわせ 

て,宣博らしくなしにエスペラントの宣傑が

厂眞人道一改稱 井伏太郎氏發行の月刊新聞

「貝人道」は，かねて，たえずその紙上でエス 

ペラントの宣傅をしていたが，11月號から 

u Vera Vojo -と改稱。（發行所:東京神田 

司町2 ノ 3 ノ1眞人道社,1年分25錢） （87） 41
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ザメン•ホフ祭

東 京

〔東京エスペラント俱樂毎〕いささか準備 

不足ではあったが昨年通り12月15日鐵道ク 

ラブで開催。主催はTEKとFER。TEKの 

精銳石黑捷三郎氏の司命は昨年よリ更に冴え 

と度胸を增す。19時,敬废なる皇居遙拜,皇 

軍の武遅長久祈願及戰沒將士に對する感謝の 

默禰を捧げ,次いでEsperoの齊唱。1.佐 

々城"i氏の Malferma saluto. 2.梅地愼三氏 

の講演厂滿洲旅行・談」は東亞新秩序樹立に參 

加する若きgeneracioの活躍を語られ Esp・ 
istojに人きな示唆を與えられる。3.今夏歐 

米巡遊Q旅より歸られた久保貞次郎氏,厂刊行 

エス課型・書のザ博士E（文との和違の內情に就 

て」の題下のEsp. paroladoは一同に深い興 

味を喚起。4.司會者超って,TEK委員种私 

案「紀元2600年記念事業として昭和15年 

度より東京地方エスペランチストの年次大倉 

創始と,同地方Esp.運動組織確立,並に之 

等に對し協力すること」に就いて貌明し賛否 

の投票を求めた結果,賛成67彳,不賛成2 
名あり。次いで休憩に入る。5「參會者中有志 

のSalutojを求める。金子美雄,田中政夫. 

遐良治,本野桂次,多羅屋一郎,小野FU幸雄 
の・諸氏。6. 21時20分よリ,S-roj安井義雄, 

坪井兄弟のRondo Trioの合唱數曲と，其指 

導により"Benu Hodiaŭan Tagon ''を參會 

者一同合唱。7. FERの柏KIひで子孃の可憐 

なるFerma saluto.終りに一同Tagiĝoを 

齊唱して，2!時45分東京Z祭の幕を閉じ 

る。先ず盛训であった。

附記 東京地方大會案は其後逐次賛成者を 

增している，かくて厂われらの2600年」に 

之が實現を見ることともなれば,この東京Z 
祭を一層意義あらしめることであろう。

ヽ 〔K・I記:）

橫 濱

価H綠翟翕〕年末 巧日,ザメンホフ博 

士誕生日には横濱では高工綠星會が記念のた 

め,馬車道の喜久屋でささやかなお茶の會を 
催した。 t ・二^H
7時過ぎより開會,在濱同志'としては，富 

盛，足立,岩山,原,金子の諸氏が來會せら 

れ,乂途中から稅關勤務の柴田氏なども見え 

たが,-・方窩工側は會員の护故などのため債 

か5名しかH!席出來なかったのは主他者側と 

して甚だ殘念であった。然し一同茶菓,談笑 

の中に和かに偉大なる Majstro Zamenhof 
の苦鬪の時代を偲びっゝ有意義にータを過し 

た。尙,當日來會せられ色々有益な話を聞か 

された同志Q方々には會員-一同深く感謝して 

居ります。・ - ■

名古屋

〔名古屋エスベラント倉〕12月15日我等 

の majstro Zamenhofの生誕80週年を祝し 

て我がN.E.S.は金剛石會館に其の集いを持 

ち,嫌ねてN.E.S.の總价を開いた。Ĉeestantoj 
は小坂先生をはじめ12名。ささやかな弟り 

ではあったけれども皆一つのストーブを中に 

圍んでの極めてfamiliaな氣分に充ち充ちて 

いた。遠く桑名からの同志の參加もあり嬉し

橫濱のザメンホフ祭 

〔前列;）（左から）金 

子,原,岩山,足立, 

富盛の諸氏。〔後列〕 

藤井，宮澤,大倉黑 

M,武石ゐ諸氏

42 (88)
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い空氣の中に時間勵厅とあって,午後7時半 

竹中氏の司會によってまず總會が開會され 

る。竹中氏より會の1年,會の步みについて說 

明があり,後委员の改選に移った（新委員別 

項參照）。新委員發表後最高點當選の高松氏は 

來年度の抱負希望について述べられる。出席 

者一同も來年こそは我が Esperantoのため 

に何かせずにはいられない上うな氣持を持つ 

てこの會を閉じた。

總會に引きつヾきザメンホフ祭に人る。— 

同起立してEsperoの髙唱。

小坂先生よりZamenhofの傅記をうかが 

う專になった。我鞋の Majstroの悲惨な生 

涯と苦心とは幾度聞いても新しく胸にしみ入 

る思いがある。其の尊くも芙しい•セの仕事, 

それを受けついで行く我等の責務の重且人な 

るを今更ながら痛感して,こゝでも亦來年こ 

そはの思いを心に確く誓った。

お話が終ると一同なごやかにくつろいでお 

茶をの次ながらの座談にうつる。或は時局の 

問題に,或は各自の職場め話題に,時の移る 

のも忘れて花を咲かせ,散會したのは午後1〇 

時をすぎていた。

來年度新委員

委員長:白木欽松 「 •

委員:竹中治助,高松萸光,村上幸雄, 

丹羽正久,淺野孝,磯部しづ子

:「 （§・ Isobe）

大 牟 田”

〔大牟田エスペラント會〕——場所:7k鄕柳 

河,大坪。時:：12月17日。

先ず杭田會長の發案になる,行先不明と云 

う點に興味を持たれたし。17日12時30分 

までに急行電車榮町停留所に集合する事〇こ 

の壯行に加わらざるものは1〇〇年の悔を殘す 

べし……〇の案內狀を發す。

空□當エス會の專任寫直技師（三井工場長 

鹽山氏）は誰よりも早く定刻前に電車停留場 

，に來てpatebeboに收む可く會員の參集者を 

ねらっている。集るもの上野孃,植田,鹽山, 

橋本,西原,井上,江川,中川,倉本親子,久

〇眞心こめて社頭にて祈願。

@ 三種神社庭園にて。（前列左から:橋本 

氏,植田會長,上野離 荒木夫人,倉本氏父子 

後列:久保氏鹽山副會長，荒木,西原,松 

本,中川,江川,井上の諸氏）。

© ザメンホフ祭會場にて。（前列左から: 

柴出氏,淺井氐植田會長,岡田副會授）。

柳河の一つ前にて幹事より次は柳河ですc 

我々は此處で下車しますと發表す。柳河停留 

場より程遠からぬ縣社三種神社に詣で,皇軍

保の諸氏。やがて急行?E車は來り，車屮の人 將兵の武運長久,出征エスペランチストイの

となる。待ちに待った荒木氏未だ蜜を見せず。 

今日の行先を知れるは會長と幹事のみ,他は 

車屮の人とはなったが，さて冇先は何處? 

武運長久,傷病軍人の至癒。職沒將兵の冥福 

を祈るため低頭禱鎮をなす（寫眞〇）。祈願終 

リて神域を出でんとする頃荒木氏•夫妻に松本 (89) 43



1940Februaro LA REVUO ORIENTA

・ 先生元氣よく來らる。雨者相會しsalutoす

る頃鹽山技帥のpatebeboはギギギ....と動

き出す。池の端に暫く憩い記念撮影をして 

（寫眞虧）立花伯爵邸庭園參觀へと急ぐ,此處 

では旣着の參眈者を案內中とてしばし待たさ 

れた後一巡す,處い廣い池には野生の鴨评れ 

遊び壯觀名狀すべからず，保護され,餌を與 

えらるる爲め此の候何處よりとはなく寄り來 

Vその數2,000羽を越ゆと云う。此處を辭し 

て2組に分れザメンホフ祭會埸に向うもの, 

1班は松本先生の案內にて程遠からぬ沖端な 

る北原白秋氏邸跡をしのぱんと向う,今では 

罐詰製造工場とはなリ家の外觀と内部は壁の 

殘れるのみ。先發の1班の跡を追いザメンホ 

フ祭會場たる旭町大坪料亭へと向う。遲れ參 

加したるi建井,柴m兩氏を交え,17時西原韩 

步ザメンホフ祭開會の辭をのぶ。

木年ぽ會長植田先生の發案になりたる例年 

の型を破りて日曜午後のpiknikoを収り入れ 

幸い日本哺に惠まれ半日を皆樣と共に愉快に 

暮し得て我に最後の慕は闕かれんとしていま 

す，例によ・り何もない事と思いますが,疲れ 

た空いた腹を滿たしEsperanta atmosferoを 

滿喫し蔗を閉じたいと思います……〇

鹽山制會艮の Vivu D-ro Zamenhof, vivu 
Esperantoの乾杯終り盃は亂れとぶ。

岡田副會長遲れて遠く參加あり,玆に三井 

染《•工業所より三井三池鑛樂所庶務課長の椅 

子に榮轉された岡田氏の爲めに乾杯す。鹽山 

工場長と共に大牟mエスペラント會になくて 

はならぬ存在なり。昨年Z祭に染料.工業所 

に椅子と共に鞄勤するの同氏の椅子物語を思 

い出した一人は岡田サン椅子は持って歸られ 

ましたか? Jes,の答に安心す，岡山さん 

Grasuloの爲め普通の課艮の椅子には納まら 

ぬ課なり。

種々面白き話にて時の過ぎるを知らず 

D ro Zamenhofを偲びつつ 記念撮影をなし 

（寫貝❸）閉會の辭ありて豫定より一つおくれ 

たる億車に間に合うため水鄕柳河の街を停留 

所へと打ちつれて急ぐ,大牟田へ着き開散し 

たるは21峙頃。

札・ 幌

〔札幌エス盒,札鐵エス费〕今年も吉例に

よって札鐵,札エス合同でザ祭開催,會場は

44 ¢90） 千秋庵,卷加者は高瀨札幌エス會會長,相澤,

前田，木村，佐藤,栃內め御定連,一言ナカラ 

ザルベカラzuloの浪感君,座を白けさせぬ 

申に妙を得ている水島記者,古くからの同志 

で病身頓に回復して今变はじめて川席された 

佐々木君,昔釧路で活躍された丹さん,滿洲 

からわざわざ（ザ祭の爲ばかりではない）出 

席された元北大エス伶の重鎭服部君,札鐡か 

らの出席者のなかっためは寂しかったが,皆 

ここを先途と火花を散らしてbabiladoは實 

に見事な且つ愉快な集いであった。

（札幌エス會報）

お 願 い

北海道エスペラント聯盟では,北海道大會 

の決談にもとずきまして，ヨー ロッパ國情紹 

介に主點をおく展就會材料の蒐集を致してお 

ります。皆樣お持合せのパンフレ”卜,寫傅, 

・ス衣つ小玩具など御不用のもの御寄贈下 

さらば幸甚に存じます。

湿り先:札幌市豐平町五條九丁目相澤治雄方 

北海道エスペラント聯盟本部

新 京:よ鞠

〔新京エスペラント會〕本年最終行聊のザ 

メンホフ祭を15日18時から,日滿逛人會 

館において開催。寒さと年末多端のため參加 

者のすくなかったがは惜しかった。荒川會・長 

の挨拶があって一同談笑裡に會食にはいる。 

少しおくれて來賓藤山一雄氏來場,同氏の工 

ス語についての思い出話があり,話は羽が生 

えたように飛び盡きるところを知らない,荒 

川命長,住吉氏の諧謔に滿ちた相槌と待って 

談笑は限りなく續いた。

會食後本日の呼物の福引が一同へ配られる 

荒川氏聲离く韻みあげる（帝國の〇〇太爭 

洋を壓す）舵朦（domo）なリ〇家一軒の巡呈 

となる（貯金箱）。國策貯蓄報國にも添わん。 

藤山氏幸よしと勇みたるは（娘盛り）ゲタゲ 

ダ笑う）下駄となり曝笑となる。（此の酒は强 

い）でコンニャク出でて乂も笑いを誘い,（强 

い世界をエス語で廻らば）で通じ藥が出たる 

は藥が効き過ぎた感あり，かくして笑聲は次 

々と績き福引を終る。その後記念撮影をなし 

談笑は果しなく續いたが時間なきを惜みつつ 

散會す。時旣に22時過であった。
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〔新京のザメンホフ祭〕

（左からう前列:住吉夫人,來 

賓藤山國立博物餡長,荒川會 

長，山縣女史。

後列:金,小池,住吉,駒 

見,藤澤,大神の議氏。

多忙のための中村氏及びエス語歳オをやる 

豫定で眼切って居た松本氏が多忙のため參加 

を見なかった爭は惜かった〇 （金明烈報）

奉 天

〔奉天エスペラント會〕12 JJ14日18時 

よリ市內奉ビルホテル7階に開他す。在滿工 

スベランチスト名簿から奉天市內及近郊在住 

者Fこ案內狀を發送したが,種々の事情で平累 

から热心な人にも缺席があって來會者僅かに 

6名となった。社用御出張の爲會代表者安部 

博士 （現在鐵道總局厚生課勤務）の參加なかつ 

たのは特に殘念であった。併し一力瓦!3・店と 

云う遠方からエス界の頂鎮山比忠之進君が態 

々來奉出席された事は君の热情に對して感謝 

すると同時にお験で非常に有意義な會を持つ 

事が出來て何よリ嬉しい事であった。

會埸には會・旗とザメンホフの俗像が飾られ 

先づ當會の先進尾花君を座長とし各自マイス 

トロの偉大性を冋想し又抱負を語り合った。 

殊に尾花君の日本人エスペランチストの採る 

べき道は東亞建設線上にわらねばならない事 

宙此君のエスペランチストは更に一致全・力を 

盡して共Q數を堆す确がエス語を有效ならし 

むる所以を說かれた等は感饭の深いものであ 

った。來會•者一同夕金を其にし最後にエスペ 

一口を唱和して22時和氣あいあい裡に會・を 

閉じた。

因に當日の來俗者は尾花芳雄（鐵道總局）， 

由比忠之進（瓦房店）,伊藤修（醫大）,峰下鐵 

堆（醫大）,高木贞一（滿洲通信機ゝ,山中覺太 

郎（鐵道總局）。 （田中報）

★ Dia Regno ★
國際基・&敎エスペランチスト聯盟機關誌。 

月刊,菊倍判,8 p.卑80セン。

日本聯盟（下記參照）會員は50セン。 

小込ぽ振样爾岡4127—石賀亮敎へ。

◎基督敎エスペランチスト聯盟
男女會貝•支持者を慕る=東京市谧谷區千駄 

ヶ谷三ノ四九一•千駄ヶ谷ミシン商會內（入 

诃金50錢・會費年50錢） （股告;）

宮崎の「ザメンホンのタ」〔學审宮崎支部〕!2 H15日午後6時半から南，贋雋通郡司邸で開催。

厂問答ザメンホフ」 

（理井戶孃,巴心太 

氏），厂朗讀」木村姉 

妹，齋藤嬢）

寫貝:後列左から 

4人目,中川,杉田, 

巢山,山下,菊池,瑛 

九の睹氏

(91)45



皇紀2600年 

を誌上で記念 

する意昧では 

IIII U !丿］號には,

厂日本書紀］エ 

スペラント課の・完成をもあわ 

せ祝う意味で,上代文學の權 

威武HT祐吉博士にお願いして 

厂日本書紀メの解芒をしていた 

だき,また，第28回大會・への 

參加の勸めをもかねて,日向 

案內をのせましたが,今月に 

は，特桝「われらの2600年」 

を入れました。

わかいgeneracioを中心と 

した會£1へのenketoでした。 

これにおさめられた示唆が, 

新しい世紀Qエスペラント運 

動のための胎動となるならば 

しあわせであります。その意 

妹で,地方會の會台などで，

これらに劉する建設的な批判 

が行われ，そこから，さらに 

高い段階への步みが起される 

よう希望いたします。

今月の表紙寫塚は,奈良縣 

公圍課の御好意によるもの， 

新裝成った樋原神宮のはじめ 

ての寫眞であります。

さて，越崎さんの御寄附に 

よる厂獎學赏」の設定。特輯 

の答えのなかにも,そうした 

ものの設定をのぞんだのがあ 

りましたカシゆうよりはや＜ 

も實現したわけで，さいさき 

のよい,われらの皇紀2600年 

ではあリきす。

この月には，ふたつの旅行 

記をおさめました。ひとつは 

京都高等工懿の本野敎授のア 

メリカ旅行記,もひとつは，

!月號で紹介した豊田ゆり子 

さんのヨーロッパみやげ。む 

さしぶりの,心たのIい讀み 

电のとして，よろこばれるこ 

とと期待します。

たお久保貞次郎氏の旅行記 

をも，かねてからほしいと村 

もっておりましたが，これは 

單行本として出される球定に 

なっております。

2月號とはいえ,1月は印 

刷所がながく休む關係で,い 

ま,赤いペンをはしらせてい 

るのは,12月29日の夜。ffi 

者のかたがたに.よき新年を 

いのって,ペンをおきます。
（M-Ŝ）

個人消息
大崎和夫氏（學會評議員）は 

溢澤倉庫へ入り,靑岛李店豁 
となり，12 H 23日東点瓣發 

任地へ向われた。

（;公吿〕 ,

學カ檢定合格者（高等） 

下記の諸氏は，學力檢定規約附則によ 

り髙等學カ認定證の附與を巾請されま 

したので,試驗委員询の詮衡の結果,これ 

を適當と認め,附與することにしました。

昭和14年12月25日

財»!法人日本エスペラント學僉 

理事長大石和三郞 

〔附則第1項によるもの］137.大木克巳 
（ノ、ルビン・日滿製粉社員）,138.富松正雄（上 

海，三芟朮工業社員），139-宋禹憲（大連，滿 

鐵—140.坂下淸一 C北海道,會社員）， 

141.多羅尾一郎（東京,中學校敎謐），142.鶴 

我盛隆（大阪■髙女a®）,143.藤間常太郎（大 

阪.大朝記者丄!44.武谷止孝CI@岡，帝大助 

手,145.谯美樟雄（岐阜，高農敎授）， 

146.柴田恭二（金澤，野村證券支店長），14?・ 
小杉重太郎〔東京,藥種商）.143.谷口道夫（東 

京・電氣技術者），149.中川勝八（宮崎,農業 

技師「ゝ15〇.豊田ゆり子（東京,音樂學生）， 

151.山口茂由（浦和，鐵道臓員），152•岩田 
宗一郎（富山,藥劑153.森井亨（東京,自 

砂車工場勤務），154・SB克巳（新洱縣,醫師）， 

155.下河原政治（別府,SM）3

附判第2項によるものは目下詮考中,3月 

發で發表の豫定です。（:幹事）

每/J 一回 
一日發右

エスペラ 第八年 
第二鬆

為巧十五活一月十日

疋ヨア五*二月一日  Ĝント

K 6
fcj 行人 

印刷人

印刷所

大 井 ・

竹 田佐療

一匡印風所

定價-部2J錢•送料匹 皓話幣:霧 

薯皺日本エスペラント學會冇輕 

所 東京か半骂ig元も1丁目13番地4電括ホ石川3415



小坂狛二著 四六判紙玻150ペイジ•定價う〇錢•送料6錢

外國語の素養ある者のため
最も信賴すべき獨壬書として,古典葩聲價をもち，エスペラントの獨習書 

といえば,ただちに厂$!徑」といわれるほどになっている。1册を前後 

2篇に;hけ，前篇では,多くの文例を交へ,系統的に文法を敎へ,後篇で 

は,童話•會話•詩•諺•小說•演說など,いろいろな種類の文章を與へ 

こ扛に,模範的な譯文と，淡切な註釋とを加へ さこに,厂作詩法」を添へ 

エスペラント詩を作り,あるいは,これを鑑賞するための手引としてある 

本書1册を十分に讀みこなせば，1人まへのエスベランチストとして恥 

かしくないだけの實力を・備へることができる。

小學校を卒業しただけの人のための獨習や 
エスペラント讒应菊判山ペイジ 

亠ノĴ 、/"! □轲加匕.定價50錢•送料6錢 

全1卷を3篇にわけ，上篇は外國語の知藏の全然ないものにもよくわヵ、 

るよう,全くのABCからはじめて,初誓文法一段を說き,中篇は，上級 

文法,後篇は,深氏な譯註つきの話物を多數入れてある。これについて學 

べば,小學枚卒業だけのものでも,最短期間に最大の實力を得ることがで 

きること請介ひである。

舉會取次

OES文庫第1篇、

VERDA KANTARO
謄寫版刷•四六判60頁• 45曲•樂譜附 

頒價60錢•送料3錢

〇

城戶崎益敏著 

エスペラント第一A步 

菊判147ペイジ-10 50錢•送料10錢 

白水社版

〇 

宮武正道著

Japana Gramatiko per Esp. 

三五判143ペイジ•1ロ •送料3錢 

岡崎屋版

宣傳ご學習をかねた小册子

エスペラント案內
四六判48ペイジ美本•定價30餞•送料3錢

城戶城益散著
「处識」15ペイジ,「文法」 

15ペイジ,厂讀ノ物,7課。

最上質の用紙に,全文6がイントと7ポイント 

との活字で,ぎっちりと,しかし鮮刃無比に印 

刷してあるから,みかけは瀟洒なパンフレット 

であるが,內容は,普通の書物の百數十ペイジ 

に力、たり,大江字木以上に讀みやすい。寫眞版 

凸版40個入り。これ1册でエスペラントとは 

何か,といふことから,文法全股にいたるまで 

知ることができる。まさにエスペラント獨修書 

中の豆呱艦である。

S F】本エスペラント學會

東京市本鄕區元町1-13 •振替東京11325
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